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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配列番号２２に示されるアミノ酸配列に対し少なくとも９０％のアミノ酸配列同一性を
有するアミノ酸配列を含む、単離オプシンポリペプチド。
【請求項２】
　配列番号２２に示されるアミノ酸配列に対し少なくとも９５％のアミノ酸配列同一性を
有するアミノ酸配列を含む、請求項１に記載のオプシンポリペプチド。
【請求項３】
　配列番号２２に示されるアミノ酸配列に対し少なくとも９８％のアミノ酸配列同一性を
有するアミノ酸配列を含む、請求項１に記載のオプシンポリペプチド。
【請求項４】
　小胞体（ＥＲ）移行配列および／または輸送配列を含む、請求項１から３のいずれか一
項に記載のオプシンポリペプチド。
【請求項５】
　前記ＥＲ移行配列が、アミノ酸配列ＶＫＥＳＬ（配列番号１）、ＶＬＧＳＬ（配列番号
２）またはＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）を含む、請求項４に記載のオプシンポリペプチ
ド。
【請求項６】
　前記輸送配列が、アミノ酸配列ＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号
１０）を含む、請求項４に記載のオプシンポリペプチド。
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【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載のオプシンポリペプチドをコードするヌクレオチ
ド配列を含む、単離ポリヌクレオチド。
【請求項８】
　前記ポリヌクレオチドが、哺乳類細胞における発現のためにコドン最適化されている、
請求項７に記載のポリヌクレオチド。
【請求項９】
　前記ヌクレオチド配列が、プロモーターに作用可能に連結している、請求項７に記載の
ポリヌクレオチド。
【請求項１０】
　前記ヌクレオチド配列が、ニューロン特異的転写調節領域に作用可能に連結している、
請求項７に記載のポリヌクレオチド。
【請求項１１】
　請求項７から１０のいずれか一項に記載のポリヌクレオチドを含む、組換えベクター。
【請求項１２】
　前記組換えベクターが、レンチウイルスベクター、アデノウイルスベクターまたはアデ
ノ随伴ウイルスベクターである、請求項１１に記載の組換えベクター。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載の組換えベクターを含む、インビトロの遺伝子改変細胞。
【請求項１４】
　請求項７から１０のいずれか一項に記載のポリヌクレオチドまたは請求項１１または１
２に記載の組換えベクターを含む、インビトロの遺伝子改変哺乳類細胞。
【請求項１５】
　前記細胞がニューロンである、請求項１４に記載のインビトロの遺伝子改変細胞。
【請求項１６】
　哺乳類対象の治療に使用するための、請求項１から６のいずれか一項に記載のオプシン
ポリペプチド。
【請求項１７】
　哺乳類対象の治療に使用するための、請求項７から１０のいずれか一項に記載のポリヌ
クレオチド。
【請求項１８】
　哺乳類対象の治療に使用するための、請求項１１または１２に記載のベクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１１年１２月１６日に出願された米国仮特許出願第６１／５７６，８５
８号の利益を主張するものであり、この出願はその全体が参照によって本明細書に組み込
まれるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　多様で洗練された機構が進化した結果、生物は、エネルギー生成および適切な生存環境
の特定を含む種々の生存機能のために、光を取り入れることが可能となった。光感受性タ
ンパク質の主要クラスは、生物界全般に存在し様々な機能を果たし得る、７回膜貫通型の
ロドプシン類で構成される。多くの原核生物はこれらのタンパク質を利用することで、水
素イオン勾配を調節し、膜電位およびイオン恒常性を維持しており、多くの運動性微生物
は、鞭毛の振動を調節し、それにより走光性を光合成に最適な光強度を有する環境へと方
向づけるために、オプシン系光受容体を進化させている。
【０００３】
　その構造の単純さ（光感受性ドメインおよび効果ドメインの両方が単一の遺伝子にコー
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ドされている）および高速な動力学のために、微生物のオプシンは、非光感受性細胞に導
入することで特定の細胞プロセスの迅速な光学的調節を可能にするための、正確なモジュ
ール式光増感成分として扱うことができる。近年、これらおよび他の光感受性タンパク質
に基づく細胞撹乱手段の開発により、生体組織の特定の細胞内の正確に定義された事象の
機能獲得または機能喪失を達成するための、遺伝学的調節および光学的調節の統合に関す
る、光遺伝学と呼ばれる技術がもたらされた。
【０００４】
　当該技術分野において、例えば、神経活動の調節用に、脱分極性および過分極性の光遺
伝学的手段が必要とされている。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示は、活性が増大した、および／または原形質膜への輸送が増加した変異型オプシ
ンを含む、オプシンを提供する。オプシンは治療またはスクリーニングへの応用において
も有用であり、これらもまた提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１－１】図１Ａ～図１Ｆは過分極手段の特性を示している。
【図１－２】同上。
【図２】図２Ａ～図２Ｆは過分極手段の成績を示している。
【図３】図３Ａ～図３Ｆはシオヒゲムシ（Dunaliella salina）由来ＣｈＲの特徴を示し
ている。図３Ｂについて、ＤＣｈＲ１（配列番号１５）、ＣＣｈＲ１（配列番号１６）、
ＣＣｈＲ２（配列番号１７）、ＶＣｈＲ１（配列番号１８）、およびＶＣｈＲ２（配列番
号１９）。
【図４】図４は、シオヒゲムシ（Dunaliella salina）由来ＣｈＲをコードするヌクレオ
チド配列（配列番号２０）を示している。
【図５】図５は、哺乳類細胞内での発現のためにコドン最適化された、シオヒゲムシ（Du
naliella salina）由来ＣｈＲをコードするヌクレオチド配列（配列番号２１）を示して
いる。
【図６】図６はシオヒゲムシ（Dunaliella salina）ＣｈＲのアミノ酸配列（配列番号２
２）を示している。
【図７－１】図７Ａ～図７Ｅは、例示的な変異型オプシンのアミノ酸配列を示している：
図７Ａ（配列番号２３）；図７Ｂ（配列番号２４）；図７Ｃ（配列番号２５）；図７Ｄ（
配列番号２６）；および図７Ｅ（配列番号２７）。
【図７－２】同上。
【図８－１】図８Ａ～図８Ｃは、ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubrum sodomense）の
アーキロドプシン－３のアミノ酸配列；およびそれをコードするヌクレオチド配列を示し
ている：図８Ａ（配列番号２８）；図８Ｂ（配列番号２９）；および図８Ｃ（配列番号３
０）。
【図８－２】同上。
【図９】図９Ａおよび図９Ｂは、ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubrum sodomense）Ｔ
Ｐ００９株のオプシンのアミノ酸配列；およびそれをコードするヌクレオチド配列を示し
ている：図９Ａ（配列番号３１）および図９Ｂ（配列番号３２）。
【図１０－１】図１０Ａ～図１０Ｃは、レプトスフェリア・マクランス（Leptosphaeria 
maculans）のオプシンのアミノ酸配列、およびそれをコードするヌクレオチド配列を示し
ている：図１０Ａ（配列番号３３）；図１０Ｂ（配列番号３４）；および図１０Ｃ（配列
番号３５）。
【図１０－２】同上。
【図１０－３】同上。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
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定義
　用語「ポリペプチド」、「ペプチド」、および「タンパク質」は、本明細書では同義的
に使用され、任意の長さのアミノ酸の多量体形態を指し、コードされたアミノ酸およびコ
ードされていないアミノ酸、化学的または生化学的に修飾または誘導体化されたアミノ酸
、並びに修飾ペプチド骨格を有するポリペプチドを含むことがある。前記用語には融合タ
ンパク質が含まれ、限定はされないが、異種アミノ酸配列を有する融合タンパク質、Ｎ末
端メチオニン残基を有する、または有さない、異種リーダー配列と同族リーダー配列との
融合体；免疫学的にタグ化されたタンパク質；等が挙げられる。ＮＨ２は、ポリペプチド
のアミノ末端に存在する遊離アミノ基を指す。ＣＯＯＨは、ポリペプチドのカルボキシル
末端に存在する遊離カルボキシル基を指す。標準的なポリペプチド命名法に従い、J. Bio
l. Chem., 243 (1969), 3552-59を使用する。
【０００８】
　用語「ポリヌクレオチド」および「核酸」は、本明細書では同義的に使用され、リボヌ
クレオチドまたはデオキシヌクレオチドのいずれかである、任意の長さのヌクレオチドの
多量体形態を指す。従って、この用語には、限定はされないが、一本鎖、二本鎖、または
多重鎖のＤＮＡまたはＲＮＡ、ゲノムＤＮＡ、ｃＤＮＡ、ＤＮＡ－ＲＮＡハイブリッド、
またはプリン塩基およびピリミジン塩基もしくは他の天然の、化学修飾もしくは生化学修
飾された、非天然の、もしくは誘導体化されたヌクレオチド塩基を含む多量体が含まれる
。
【０００９】
　核酸は、二本鎖でも一本鎖でもよく、または二本鎖配列もしくは一本鎖配列の両方の部
分を含んでいてもよい。当業者には明らかなように、一本鎖（「ワトソン」）に関する記
述によって、他方の鎖（「クリック」）の配列も定義される。用語「組換え型核酸」は、
本明細書において、天然には通常存在しない形態にある、一般的にはエンドヌクレアーゼ
による核酸の操作によってインビトロで独自に形成される、核酸を意味する。従って、直
鎖型の単離核酸、または通常は連結されていないＤＮＡ分子を連結することによりインビ
トロで形成される発現ベクターは共に、本発明を目的として、組換え型と見なされる。組
換え型核酸が作製され、宿主細胞または生物に再導入されると、組換え型核酸は非組換え
的に、すなわち、インビトロ操作ではなく宿主細胞のインビボ細胞機構を用いて、複製す
るが；そのような核酸は、一度組換え的に産生されたら、後に非組換え的に複製されたと
しても、本発明を目的として、組換え型と見なされることが理解されよう。
【００１０】
　核酸配列同一性（並びに、アミノ酸配列同一性）は、保存されたモチーフ、コード領域
、隣接領域等のより大きな配列の一部で有り得る参照配列に基づいて算出される。参照配
列は一般的には少なくとも約１８残基長、より一般的には少なくとも約３０残基長であり
、比較されている完全配列まで伸長してもよい。配列解析用アルゴリズムは、Altschul e
t al. (1990), J. Mol. Biol. 215:403-10に記載されるＢＬＡＳＴ（初期設定、すなわち
、ｗ＝４およびＴ＝１７のパラメーターを使用）等、当該技術分野において公知である。
【００１１】
　用語「遺伝子改変（genetic modification）」は、細胞中に新しい核酸（すなわち、細
胞にとって外来性の核酸）を導入した後に細胞内に誘導される、永続性または一過性の遺
伝的変化を指す。遺伝的変化（「改変」）は、新しい核酸を宿主細胞のゲノムに組み込む
ことにより、または新しい核酸を染色体外因子として一過的または安定に保持することに
より、達成することができる。細胞が真核細胞である場合、永続性の遺伝的変化は、核酸
を細胞のゲノム中に導入することにより達成することができる。適切な遺伝子改変法とし
ては、ウイルス感染、トランスフェクション、接合、原形質融合、エレクトロポレーショ
ン、粒子銃技術、リン酸カルシウム沈殿、直接マイクロインジェクション等が挙げられる
。
【００１２】
　本明細書で使用される場合、用語「単離された」は、ポリヌクレオチド、ポリペプチド
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、または細胞が、天然に発生する環境とは異なる環境内に存在することを記述するよう意
図されている。単離された遺伝子改変型宿主細胞は、遺伝子改変型宿主細胞の混合集団中
に存在していてもよい。単離ポリペプチドは、いくつかの実施形態においては、合成ポリ
ペプチドである。「合成的ポリペプチド」はアミノ酸から構築され、当業者に公知の手順
を用いて、インビトロで化学合成（例えば、無細胞系化学合成）される。
【００１３】
　「精製された」は、目的の化合物（例えば、ポリペプチド）が、天然においてはそれに
付随する成分から分離されていることを意味する。「精製された」は、製造中（例えば、
化学合成中）にそれに付随し得る成分から分離された目的の化合物を指すように使用する
こともできる。いくつかの実施形態において、少なくとも５０重量％～６０重量％であり
、天然に付随する、または製造中に付随する有機分子を含有しない場合、化合物は実質的
に純粋である。いくつかの実施形態において、調製物は、目的の化合物の、少なくとも７
５重量％、少なくとも９０重量％、少なくとも９５重量％、または少なくとも９９重量％
である。実質的に純粋なポリペプチドは、例えば、ポリペプチドを化学合成することによ
って、または精製および化学修飾を組み合わせることによって、得ることができる。実質
的に純粋なポリペプチドは、例えば、アフィニティークロマトグラフィーによっても得る
ことができる。純度は、例えば、クロマトグラフィー、質量分析、高速液体クロマトグラ
フィー解析等の、いかなる適切な方法によっても測定することができる。
【００１４】
　用語「個体」、「対象」、「宿主」、および「患者」は、本明細書では同義的に使用さ
れ、ネズミ（ラット、マウス）、非ヒト霊長類、ヒト、イヌ、ネコ、有蹄動物（例えば、
ウマ、ウシ、ヒツジ、ブタ、ヤギ）等を含むがこれらに限定はされない哺乳動物を指す。
いくつかの実施形態において、個体はヒトである。いくつかの実施形態において、個体は
マウスである。
【００１５】
　用語「処置」、「処置すること」、「処置する」等は、一般的に、望ましい薬理学的効
果および／または生理的効果を得ることを指すように、本明細書で使用される。効果は、
疾患もしくはその症状を完全にもしくは部分的に予防するという点から予防的であっても
よいし、並びに／または、疾患および／もしくはその疾患に起因する有害作用に対する部
分的もしくは完全な安定化もしくは治癒という点から治療的であってもよい。「処置」は
、本明細書で使用される場合、哺乳動物、特にヒトにおける疾患のいかなる処置をも包含
し、（ａ）疾患もしくは症状が、その疾患もしくは症状に罹患し易い場合があるが、まだ
それを有しているとは診断されていない対象において発生することを予防すること；（ｂ
）病徴を抑制すること、すなわち、その発生を抑止すること；または（ｃ）病徴を軽減す
ること、すなわち、疾患もしくは症状の退縮を引き起こすこと、を含む。
【００１６】
　「治療有効量」または「有効量（efficacious amount）」は、疾患を治療するために哺
乳動物または他の対象に投与された場合に、疾患に対して係る治療を成し遂げるのに十分
な作用剤の量を意味する。「治療有効量」は、作用剤、疾患または状態およびその重症度
、並びに処置される対象の年齢、体重等に応じて変動する。
【００１７】
　本発明についてさらに記述するに先立ち、本発明が、記載される特定の実施形態に限定
されず、従って、当然ながら、変化し得ることを理解されたい。本発明の範囲は添付の特
許請求の範囲によってのみ限定されるものであるため、本明細書で使用される専門用語が
、特定の実施形態を説明することのみを目的としており、限定を意図するものではないこ
とも理解されたい。
【００１８】
　値の範囲が与えられた場合、その範囲の上限と下限の間にある、文脈によって特に明示
されない限り下限の単位の１０分の１までの、間に存在する各値、およびその記載範囲内
の他の記載の、または間に存在するいかなる値も、本発明に包含されることを理解された
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い。これらのより小さな範囲の上限および下限は、そのより小さな範囲に独立して含まれ
てもよく、記載範囲に具体的に除外される境界値がある場合も本発明に含まれる。記載範
囲が一方または両方の境界値を含む場合、それら含まれる境界値の一方または両方を除外
する範囲も、本発明に含まれる。
【００１９】
　特別に定義されない限り、本明細書で使用される全ての技術用語および科学用語は、本
発明が属する分野の当業者により一般的に理解される意味と同じ意味を有する。本明細書
に記載のものと類似または等価であるいかなる方法および材料も、本発明の実施または試
験に使用することができるが、好ましい方法および材料を以下に記載する。本明細書で言
及される全ての刊行物が参照によって本明細書に組み込まれることによって、刊行物の引
用が関連する方法および／または材料が開示および記述される。
【００２０】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用される場合、単数形の「ａ」、「ａｎ」、
および「ｔｈｅ」は、文脈によって特に明示されない限り、複数形の指示対象を含むこと
に注意しなければならない。従って、例えば、「変異型オプシンポリペプチド（a varian
t opsin polypeptide）」への言及には複数の係るポリペプチドが含まれ、「輸送シグナ
ル（the trafficking signal）」への言及には一つまたは複数の輸送シグナルへの言及、
および当業者に公知のその等価物等が含まれる。さらに、いかなる随意的な要件をも排除
するように特許請求の範囲を起草してもよいことにも注意されたい。従って、この記述は
、クレーム要件の記述に関連しての「単に（solely）」、「のみ（only）」等の排他的な
用語の使用、または「消極的」限定の使用のための先の記載となるように意図されている
。
【００２１】
　明確さのために別々の実施形態に関連して記載されている本発明の特定の特徴が、単一
の実施形態において組み合わせて提供されてもよいことは明らかである。逆に、簡潔さの
ために単一の実施形態に関連して記載されている本発明の種々の特徴は、別々に提供され
てもよいし、あるいはいかなる適切な小組み合わせ（sub-combination）において提供さ
れてもよい。本発明に関する実施形態の全ての組み合わせは、本発明によって明確に包含
され、あたかも一つ一つの組み合わせが個別に且つ明示的に開示されるかのように本明細
書で開示される。さらに、種々の実施形態およびその要素の全ての小組み合わせも、本発
明によって明確に包含され、あたかも一つ一つの小組み合わせが個別に且つ明示的に本明
細書で開示されるかのように本明細書で開示される。
【００２２】
　本明細書において考察される刊行物は、本出願の出願日よりも前のそれらの開示のみを
提供する。本明細書における何ものも、先願発明の理由から、本発明がそのような公開に
先行する資格がないことを承認するものと解釈されるべきではない。さらに、記載される
公開の日付は実際の公開日と異なる場合があり、別に確認を要する場合がある。
【００２３】
詳細な説明
　本開示は、活性が増大した、および／または原形質膜への輸送が増加した変異型オプシ
ンを含む、オプシンを提供する。オプシンは治療またはスクリーニングへの応用において
も有用であり、これらもまた提供される。
【００２４】
オプシン
　本開示は、オプシンポリペプチド、およびオプシンポリペプチドをコードするヌクレオ
チド配列を含む核酸（「オプシン核酸」）を提供する。本開示はオプシン核酸を含む遺伝
子改変型宿主細胞も提供する。オプシンポリペプチドは「手段」とも称される。
【００２５】
　主題の単離オプシンポリペプチドは、図６に示されるアミノ酸配列の約５００アミノ酸
～約５５０アミノ酸、約５５０アミノ酸～約６００アミノ酸、約６００アミノ酸～約６５
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０アミノ酸、約６５０アミノ酸～約７００アミノ酸、または約７００アミノ酸～７２０ア
ミノ酸の一続きに対して、少なくとも約８５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５
％、少なくとも約９７％、少なくとも約９８％、少なくとも約９９％、または１００％の
アミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む。そのようなオプシンは「ＤＣｈＲ１」
と称されることがある。
【００２６】
　主題の単離オプシンポリペプチドは、約５００アミノ酸～約５５０アミノ酸、約５５０
アミノ酸～約６００アミノ酸、約６００アミノ酸～約６５０アミノ酸、約６５０アミノ酸
～約７００アミノ酸、または約７００アミノ酸～約７２０アミノ酸の長さを有し得る。
【００２７】
　本開示の単離オプシンポリペプチドは、図４または図５に示されるヌクレオチド配列の
約１８００ヌクレオチド～約１９００ヌクレオチド、約１９００ヌクレオチド～約２００
０ヌクレオチド、約２０００ヌクレオチド～約２１００ヌクレオチド、または約２１００
ヌクレオチド～２１６３ヌクレオチドの一続きに対して、少なくとも約８５％、少なくと
も約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９７％、少なくとも約９８％、少なくと
も約９９％、または１００％のヌクレオチド配列同一性を有するヌクレオチド配列にコー
ドされ得る。
【００２８】
　本開示の単離オプシンポリペプチドは光活性化型水素イオンチャネルとして機能し、例
えば、主題の単離オプシンはプロトンポンプとして機能する。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、主題のＤＣｈＲ１オプシンは、以下に詳細に記載される
、ＥＲ移行配列および／または輸送配列を含むよう改変される。従って、いくつかの実施
形態において、主題のＤＣｈＲ１オプシンは、アミノ末端からカルボキシル末端に順に、
ＤＣｈＲ１オプシン；およびＥＲ移行配列を含む。いくつかの実施形態において、主題の
ＤＣｈＲ１オプシンは、アミノ末端からカルボキシル末端に順に、ＤＣｈＲ１オプシン；
輸送配列；およびＥＲ移行配列を含む。いくつかの実施形態において、主題のＤＣｈＲ１
オプシンは、アミノ末端からカルボキシル末端に順に、ＤＣｈＲ１オプシン；輸送配列；
介在配列；およびＥＲ移行配列を含む。適切なＥＲ移行配列、輸送配列、および介在配列
は、以下に詳細に記載される。
【００３０】
　本開示は主題のオプシンポリペプチドを含む組成物を提供する。主題のオプシンポリペ
プチド組成物は、主題のオプシンポリペプチドに加えて、以下のうちの一つまたは複数を
含み得る：塩、例えば、ＮａＣｌ、ＭｇＣｌ２、ＫＣｌ、ＭｇＳＯ４等；緩衝剤、例えば
、トリス緩衝液、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）ピペラジン－Ｎ’－（２－エタンスルホ
ン酸）（ＨＥＰＥＳ）、２－（Ｎ－モルホリノ）エタンスルホン酸（ＭＥＳ）、２－（Ｎ
－モルホリノ）エタンスルホン酸ナトリウム（ＭＥＳ）、３－（Ｎ－モルホリノ）プロパ
ンスルホン酸（ＭＯＰＳ）、Ｎ－トリス［ヒロドキシメチル］メチル－３－アミノプロパ
ンスルホン酸（ＴＡＰＳ）等；可溶化剤；界面活性剤、例えば、Ｔｗｅｅｎ－２０等の非
イオン性界面活性剤；プロテアーゼ阻害剤；グリセロール；等。
【００３１】
核酸
　本開示は主題のオプシンをコードするヌクレオチド配列を含む核酸を提供する。主題の
オプシンをコードするヌクレオチド配列は、目的の標的細胞（例えば、コードされたオプ
シンを合成するよう遺伝子改変されている細胞）内での該ヌクレオチド配列の発現を可能
にするプロモーターおよびエンハンサー等の一つまたは複数の調節エレメントに作用可能
に連結することができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、ＤＣｈＲ１コードヌクレオチド配列は、図４に示される
ヌクレオチド配列の約１８００ヌクレオチド～約１９００ヌクレオチド、約１９００ヌク
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レオチド～約２０００ヌクレオチド、約２０００ヌクレオチド～約２１００ヌクレオチド
、または約２１００ヌクレオチド～２１６３ヌクレオチドの一続きに対して、少なくとも
約８５％、少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、少なくとも約９７％、少なくとも
約９８％、少なくとも約９９％、または１００％のヌクレオチド配列同一性を有する。い
くつかの場合において、ヌクレオチド配列は哺乳類細胞内の発現のためにコドン最適化さ
れている。
【００３３】
　適切なプロモーターエレメントおよびエンハンサーエレメントは当該技術分野において
公知である。細菌細胞内の発現において、適切なプロモーターとしては、限定はされない
が、ｌａｃＩ、ｌａｃＺ、Ｔ３、Ｔ７、ｇｐｔ、λＰおよびｔｒｃが挙げられる。真核細
胞内での発現において、適切なプロモーターとしては、限定はされないが、軽鎖および／
または重鎖免疫グロブリン遺伝子のプロモーターエレメントおよびエンハンサーエレメン
ト；サイトメガロウイルス最初期プロモーター；単純ヘルペスウィルスサイミジンキナー
ゼプロモーター；初期および後期ＳＶ４０プロモーター；レトロウイルス由来の末端反復
配列内に存在するプロモーター；マウスメタロチオネイン－Ｉプロモーター；並びに種々
の当該技術分野において公知の組織特異的プロモーターが挙げられる。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、例えば、酵母細胞内での発現において、適切なプロモー
ターは、ＡＤＨ１プロモーター、ＰＧＫ１プロモーター、ＥＮＯプロモーター、ＰＹＫ１
プロモーター等の構成的（恒常的）プロモーター；またはＧＡＬ１プロモーター、ＧＡＬ
１０プロモーター、ＡＤＨ２プロモーター、ＰＨＯ５プロモーター、ＣＵＰ１プロモータ
ー、ＧＡＬ７プロモーター、ＭＥＴ２５プロモーター、ＭＥＴ３プロモーター、ＣＹＣ１
プロモーター、ＨＩＳ３プロモーター、ＡＤＨ１プロモーター、ＰＧＫプロモーター、Ｇ
ＡＰＤＨプロモーター、ＡＤＣ１プロモーター、ＴＲＰ１プロモーター、ＵＲＡ３プロモ
ーター、ＬＥＵ２プロモーター、ＥＮＯプロモーター、ＴＰ１プロモーター、およびＡＯ
Ｘ１等の調節可能プロモーター（例えば、ピキア属（Pichia）での使用用）である。適切
なベクターおよびプロモーターの選択は、当該技術分野において、十分に通常の技術の範
囲内である。
【００３５】
　原核生物性宿主細胞内での使用に適したプロモーターとしては、限定はされないが、バ
クテリオファージＴ７ＲＮＡポリメラーゼプロモーター；ｔｒｐプロモーター；ｌａｃオ
ペロンプロモーター；ハイブリッドプロモーター、例えば、ｌａｃ／ｔａｃハイブリッド
プロモーター、ｔａｃ／ｔｒｃハイブリッドプロモーター、ｔｒｐ／ｌａｃプロモーター
、Ｔ７／ｌａｃプロモーター；ｔｒｃプロモーター；ｔａｃプロモーター等；ａｒａＢＡ
Ｄプロモーター；インビボ制御型プロモーター、例えばｓｓａＧプロモーターまたは関連
プロモーター（例えば、米国特許公開第２００４０１３１６３７号参照）、ｐａｇＣプロ
モーター（Pulkkinen and Miller, J. Bacteriol., 1991: 173(1): 86-93; Alpuche-Aran
da et al., PNAS, 1992; 89(21): 10079-83）、ｎｉｒＢプロモーター（Harborne et al.
 (1992) Mol. Micro. 6:2805-2813）等（例えば、Dunstan et al. (1999) Infect. Immun
. 67:5133-5141; McKelvie et al. (2004) Vaccine 22:3243-3255；およびChatfield et 
al. (1992) Biotechnol. 10:888-892参照）；σ７０プロモーター、例えば、コンセンサ
スσ７０プロモーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ受入番号ＡＸ７９８９８０、ＡＸ７９８
９６１、およびＡＸ７９８１８３参照）；定常期プロモーター、例えば、ｄｐｓプロモー
ター、ｓｐｖプロモーター等；病原性アイランドＳＰＩ－２由来のプロモーター（例えば
、ＷＯ９６／１７９５１参照）；ａｃｔＡプロモーター（例えば、Shetron-Rama et al. 
(2002) Infect. Immun. 70: 1087-1096参照）；ｒｐｓＭプロモーター（例えば、Valdivi
a and Falkow (1996). Mol. Microbiol. 22:367参照）；ｔｅｔプロモーター（例えば、H
illen,W. and Wissmann,A. (1989) In Saenger,W. and Heinemann,U. (eds), Topics in 
Molecular and Structural Biology, Protein-Nucleic Acid Interaction. Macmillan, L
ondon, UK, Vol. 10, pp. 143-162参照）；ＳＰ６プロモーター（例えば、Melton et al.
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 (1984) Nucl. Acids Res. 12:7035参照）；等が挙げられる。大腸菌（Escherichia coli
）等の原核生物内での使用に適した強力なプロモーターとしては、限定はされないが、Ｔ
ｒｃ、Ｔａｃ、Ｔ５、Ｔ７、およびＰλが挙げられる。細菌性宿主細胞内での使用のため
のオペレーターの例としては、限定はされないが、ラクトースプロモーターオペレーター
（ＬａｃＩ抑制タンパク質はラクトースと接触すると高次構造を変化させ、それによって
ＬａｃＩ抑制タンパク質がオペレーターに結合することを阻止する）、トリプトファンプ
ロモーターオペレーター（トリプトファンと複合体化したとき、ＴｒｐＲ抑制タンパク質
はオペレーターと結合する高次構造を有する；トリプトファンが存在しない場合、Ｔｒｐ
Ｒ抑制タンパク質はオペレーターに結合しない高次構造を有する）、およびｔａｃプロモ
ーターオペレーター（例えば、deBoer et al. (1983) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 8
0:21-25参照）が挙げられる。
【００３６】
　主題のオプシンをコードするヌクレオチド配列は、発現ベクターおよび／またはクロー
ニングベクター内に存在することができる。発現ベクターは、選択マーカー、複製開始点
、およびベクターの複製および／または維持を提供する他の特徴を含み得る。
【００３７】
　多数の適切なベクターおよびプロモーターが当業者に知られており；多くは目的の組換
え構築物を作製するために市販されている。以下のベクターは例として提供される。細菌
性：ｐＢｓ、ｐｈａｇｅｓｃｒｉｐｔ、ＰｓｉＸ１７４、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ　ＳＫ
、ｐＢｓ　ＫＳ、ｐＮＨ８ａ、ｐＮＨ１６ａ、ｐＮＨ１８ａ、ｐＮＨ４６ａ（ストラタジ
ーン社、米国カリフォルニア州ラホヤ）；ｐＴｒｃ９９Ａ、ｐＫＫ２２３－３、ｐＫＫ２
３３－３、ｐＤＲ５４０、およびｐＲＩＴ５（ファルマシア社、スウェーデン、ウプサラ
）。真核生物性：ｐＷＬｎｅｏ、ｐＳＶ２ｃａｔ、ｐＯＧ４４、ＰＸＲ１、ｐＳＧ（スト
ラタジーン社）　ｐＳＶＫ３、ｐＢＰＶ、ｐＭＳＧおよびｐＳＶＬ（ファルマシア社）。
【００３８】
　発現ベクターは通常、プロモーター配列の近くに位置することで目的のタンパク質（例
えば、オプシン）をコードする核酸配列の挿入に供する、簡便な制限酵素認識部位を有し
ている。発現宿主内で効力のある選択マーカーが存在していてもよい。適切な発現ベクタ
ーとしては、限定はされないが、ウイルスベクター（例えば、以下に基づくウイルスベク
ター：ワクシニアウイルス；ポリオウイルス；アデノウイルス（例えば、Li et al., Inv
est Opthalmol Vis Sci 35:2543 2549, 1994; Borras et al., Gene Ther 6:515 524, 19
99; Li and Davidson, PNAS 92:7700 7704, 1995; Sakamoto et al., H Gene Ther 5: 10
88 1097, 1999；ＷＯ９４／１２６４９、ＷＯ９３／０３７６９；ＷＯ９３／１９１９１
；ＷＯ９４／２８９３８；ＷＯ９５／１１９８４およびＷＯ９５／００６５５を参照）；
アデノ随伴ウイルス（例えば、Ali et al., Hum Gene Ther 9:81 86, 1998, Flannery et
 al., PNAS 94:6916 6921, 1997; Bennett et al., Invest Opthalmol Vis Sci 38:2857 
2863, 1997; Jomary et al., Gene Ther 4:683 690, 1997, Rolling et al., Hum Gene T
her 10:641 648, 1999; Ali et al., Hum Mol Genet 5:591 594, 1996; Srivastava in W
O 93/09239、Samulski et al., J. Vir. (1989) 63:3822-3828; Mendelson et al., Viro
l. (1988) 166: 154-165；およびFlotte et al., PNAS (1993) 90: 10613-10617を参照）
；ＳＶ４０；単純疱疹ウイルス；ヒト免疫不全ウイルス（例えば、Miyoshi et al., PNAS
 94: 10319 23, 1997; Takahashi et al., J Virol 73:7812 7816, 1999を参照）；レト
ロウイルスベクター（例えば、マウス白血病ウイルス、脾壊死ウイルス、並びにラウス肉
腫ウイルス、ハーベイ肉腫ウイルス、トリ白血病ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス、骨髄
増殖性肉腫ウイルス（myeloproliferative sarcoma virus）、および乳癌ウイルス等のレ
トロウイルスに由来するベクター）；等。
【００３９】
　主題のオプシンまたはそのあらゆる変異体をコードする主題のポリヌクレオチドを含む
組換えベクターもまた本明細書で提供される。主題の組換えベクターには、ベクターのポ
リヌクレオチドから転写される場合に標的動物細胞の原形質膜上に主題のオプシンの蓄積
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をもたらすＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）をコードするポリヌクレオチドを含むベクターも
含まれる。使用してもよいベクターとしては、限定はされないが、レンチウイルスベクタ
ー、ＨＳＶベクター、アデノウイルスベクター、およびアデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）ベ
クターが挙げられる。レンチウイルスとしては、限定はされないが、ＨＩＶ－１、ＨＩＶ
－２、ＳＩＶ、ＦＩＶおよびＥＩＡＶが挙げられる。レンチウイルスは、他のウイルス（
例えば、限定はされないが、ＶＳＶ、狂犬病、Ｍｏ－ＭＬＶ、バキュロウイルスおよびエ
ボラ）のエンベロープタンパク質を有する偽型であり得る。そのようなベクターは、当該
技術分野における標準方法を用いて調製され得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、ベクターは組換えＡＡＶベクターである。ＡＡＶベクタ
ーは、それらが感染した細胞のゲノム内への安定且つ部位特異的な組み込みが可能な、比
較的小型のＤＮＡウイルスである。ＡＡＶベクターは、細胞の増殖、形態または分化に何
ら影響を及ぼすことなく広範囲の細胞に感染することが可能であり、ヒトの病理には関与
しないように思われる。ＡＡＶゲノムはクローン化、配列決定および特徴付けがなされて
いる。ＡＡＶゲノムはおよそ４７００塩基を含み、ウイルスにおいて複製開始点として働
くおよそ１４５塩基の逆位末端配列（ＩＴＲ）領域を各末端に含有する。ゲノムの残りは
キャプシド形成機能を保持する２つの必須領域に分けられる：ウイルス複製およびウイル
ス遺伝子の発現に関与するｒｅｐ遺伝子を含有するゲノムの左側部分；並びにウイルスの
カプシドタンパク質をコードするｃａｐ遺伝子を含有するゲノムの右側部分。
【００４１】
　ＡＡＶベクターは、当該技術分野における標準方法を用いて調製され得る。いかなる血
清型のアデノ随伴ウイルスも適切である（例えば、Blacklow, pp. 165-174 of ″Parvovi
ruses and Human Disease″ J. R. Pattison, ed. (1988); Rose, Comprehensive Virolo
gy 3: 1, 1974; P. Tattersall ″The Evolution of Parvovirus Taxonomy″ in Parvovi
ruses(JR Kerr, SF Cotmore. ME Bloom, RM Linden, CR Parrish, Eds.) p5-14, Hudder 
Arnold, London, UK (2006);およびDE Bowles, JE Rabinowitz, RJ Samulski ″The Genu
s Dependovirus″ (JR Kerr, SF Cotmore. ME Bloom, RM Linden, CR Parrish, Eds.) p1
5-23, Hudder Arnold, London, UK (2006)を参照（これらの開示はそれらの全体が参照に
よって本明細書に組み込まれる））。ベクターの精製法は、例えば、米国特許第６５６６
１１８号、同第６９８９２６４号、および同第６９９５００６号、並びに「Methods for 
Generating High Titer Helper-free Preparation of Recombinant AAV Vectors」という
題名の国際特許出願公開番号ＷＯ／１９９９／０１１７６４から入手してもよい（これら
の開示はこれらの開示はそれらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる）。ハイブ
リッドベクターの調製は、例えば、ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０２７０９１
に記載されている（この開示はその全体が参照によって本明細書に組み込まれる）。イン
ビトロおよびインビボにおいて遺伝子を導入するためのＡＡＶ由来ベクターの使用は、報
告されている（例えば、国際特許出願公開番号ＷＯ９１／１８０８８およびＷＯ９３／０
９２３９；米国特許第４，７９７，３６８号、同第６，５９６，５３５号、および同第５
，１３９，９４１号；並びに欧州特許第０４８８５２８号を参照（これら全てはそれらの
全体が参照によって本明細書に組み込まれる））。これらの刊行物は、ｒｅｐ遺伝子およ
び／またはｃａｐ遺伝子が欠失し目的の遺伝子と置換されている種々のＡＡＶ由来コンス
トラクト、および目的の遺伝子をインビトロ（培養細胞中に）またはインビボ（生物中に
直接）で導入するためのこれらのコンストラクトの使用について記載している。複製欠損
組換えＡＡＶは、２つのＡＡＶ逆位末端配列（ＩＴＲ）領域に挟まれた目的の核酸配列を
含有するプラスミドおよびＡＡＶキャプシド形成遺伝子（ｒｅｐ遺伝子およびｃａｐ遺伝
子）を保有するプラスミドを、ヒトヘルパーウイルス（例えば、アデノウイルス）に感染
された細胞株に同時導入することにより、調製することができる。作製されたＡＡＶ組換
え体は次に、標準的な技術で精製される。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、主題の組換えベクターは、ウイルス粒子中にキャプシド
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形成される（例えば、ＡＡＶウイルス粒子としては、限定はされないが、ＡＡＶ１、ＡＡ
Ｖ２、ＡＡＶ３、ＡＡＶ４、ＡＡＶ５、ＡＡＶ６、ＡＡＶ７、ＡＡＶ８、ＡＡＶ９、ＡＡ
Ｖ１０、ＡＡＶ１１、ＡＡＶ１２、ＡＡＶ１３、ＡＡＶ１４、ＡＡＶ１５、およびＡＡＶ
１６が挙げられる）。従って、本開示は、本明細書に記載のベクターのいずれかを含む組
換えウイルス粒子（組換えポリヌクレオチドを含有することから組換え体）を含む。その
ような粒子の製造法は、当該技術分野において公知であり、米国特許第６，５９６，５３
５号に記載されている。
【００４３】
　いくつかの場合、主題のオプシン核酸は、ニューロン特異的転写調節領域に作用可能に
連結している、オプシンをコードするヌクレオチド配列を含んでいる。
【００４４】
　ニューロン特異的プロモーターおよび他の調節領域（例えば、エンハンサー）は、当該
技術分野において公知である。適切なニューロン特異的制御配列としては、限定はされな
いが、神経特異的エノラーゼ（ＮＳＥ）プロモーター（例えば、ＥＭＢＬ　ＨＳＥＮＯ２
、Ｘ５１９５６を参照；また、例えば、米国特許第６，６４９，８１１号、米国特許第５
，３８７，７４２号も参照）；芳香族アミノ酸脱炭酸酵素（ＡＡＤＣ）プロモーター；神
経フィラメントプロモーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ＨＵＭＮＦＬ、Ｌ０４１４７を
参照）；シナプシンプロモーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ＨＵＭＳＹＮＩＢ、Ｍ５５
３０１を参照）；ｔｈｙ－１プロモーター（例えば、Chen et al. (1987) Cell 51:7-19;
 およびLlewellyn et al. (2010) Nat. Med. 16: 1161を参照）；セロトニン受容体プロ
モーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　Ｓ６２２８３を参照）；チロシン水酸化酵素プロモ
ーター（ＴＨ）（例えば、Nucl. Acids. Res. 15:2363-2384 (1987)およびNeuron 6:583-
594 (1991)を参照）；ＧｎＲＨプロモーター（例えば、Radovick et al., Proc. Natl. A
cad. Sci. USA 88:3402-3406 (1991)を参照）；Ｌ７プロモーター（例えば、Oberdick et
 al., Science 248:223-226 (1990)を参照）；ＤＮＭＴプロモーター（例えば、Bartge e
t al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:3648-3652 (1988)を参照）；エンケファリンプ
ロモーター（例えば、Comb et al., EMBO J. 17:3793-3805 (1988)を参照）；ミエリン塩
基性タンパク質（ＭＢＰ）プロモーター；ＣＭＶエンハンサー／血小板由来増殖因子－β
プロモーター（例えば、Liu et al. (2004) Gene Therapy 11:52-60を参照）；運動ニュ
ーロン特異的遺伝子Ｈｂ９プロモーター（例えば、米国特許第７，６３２，６７９号；お
よびLee et al. (2004) Development 131:3295- 3306を参照）；およびＣａ（２＋）－カ
ルモジュリン－依存性プロテインキナーゼＩＩのαサブユニット（ＣａＭＫＩＩα）のプ
ロモーター（例えば、Mayford et al. (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93: 13250を
参照）が挙げられる。
【００４５】
宿主細胞
　本開示は、主題の核酸を用いて遺伝子改変された、単離された遺伝子改変宿主細胞（例
えば、インビトロ細胞）を提供する。いくつかの実施形態において、主題の単離遺伝子改
変宿主細胞は、本開示のオプシンを生成することができる。
【００４６】
　適切な宿主細胞としては、哺乳類細胞、昆虫宿主細胞、酵母細胞等の真核性宿主細胞；
および細菌細胞等の原核細胞が挙げられる。宿主細胞中への主題の核酸の導入は、例えば
、リン酸カルシウム沈殿、ＤＥＡＥデキストラン媒介性トランスフェクション、リポソー
ム媒介性トランスフェクション、エレクトロポレーション、または他の公知の方法によっ
て達成することができる。
【００４７】
　適切な哺乳類細胞としては、初代細胞および不死化細胞株が挙げられる。いくつかの場
合、哺乳類細胞はニューロン、例えば、非不死化（初代）ニューロンである。他の場合で
は、哺乳類細胞は不死化細胞株である。
【００４８】
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　適切な哺乳類細胞株としては、ヒト細胞株、非ヒト霊長類細胞株、げっ歯類（例えば、
マウス、ラット）細胞株等が挙げられる。適切な哺乳類細胞株としては、限定はされない
が、ＨｅＬａ細胞（例えば、アメリカ合衆国培養細胞系統保存機関（ＡＴＣＣ）番号ＣＣ
Ｌ－２）、ＣＨＯ細胞（例えば、ＡＴＣＣ番号ＣＲＬ９６１８、ＣＣＬ６１、ＣＲＬ９０
９６）、２９３細胞（例えば、ＡＴＣＣ番号ＣＲＬ－１５７３）、ベロ細胞、ＮＩＨ３Ｔ
３細胞（例えば、ＡＴＣＣ番号ＣＲＬ－１６５８）、Ｈｕｈ－７細胞、ＢＨＫ細胞（例え
ば、ＡＴＣＣ番号ＣＣＬ１０）、ＰＣ１２細胞（ＡＴＣＣ番号ＣＲＬ１７２１）、ＣＯＳ
細胞、ＣＯＳ－７細胞（ＡＴＣＣ番号ＣＲＬ１６５１）、ＲＡＴ１細胞、マウスＬ細胞（
ＡＴＣＣ番号ＣＣＬＩ．３）、ヒト胚腎臓（ＨＥＫ）細胞（ＡＴＣＣ番号ＣＲＬ１５７３
）、ＨＬＨｅｐＧ２細胞等が挙げられる。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、細胞は神経細胞または神経様細胞である。細胞は、ヒト
、非ヒト霊長類、マウス、またはラット起源であるか、またはヒト、非ヒト霊長類、ラッ
ト、もしくはマウス以外の哺乳動物由来であり得る。適切な細胞株としては、限定はされ
ないが、ヒト神経膠腫細胞株、例えば、ＳＶＧｐ１２（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－８６２１）、
ＣＣＦ－ＳＴＴＧ１（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１７１８）、ＳＷ１０８８（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ
－１２）、ＳＷ１７８３（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１３）、ＬＬＮ－１８（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ
－２６１０）、ＬＮＺＴＡ３ＷＴ４（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１１５４３）、ＬＮＺＴＡ３Ｗ
Ｔ１１（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１１５４４）、Ｕ－１３８ＭＧ（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１６）
、Ｕ－８７ＭＧ（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１４）、Ｈ４（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１４８）、およ
びＬＮ－２２９（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２６１１）；ヒト髄芽細胞腫由来細胞株、例えば、
Ｄ３４２Ｍｅｄ（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１８７）、Ｄａｏｙ（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１８６）
、Ｄ２８３Ｍｅｄ（ＡＴＣＣ　ＨＴＢ－１８５）；ヒト腫瘍由来神経様細胞、例えば、Ｐ
ＦＳＫ－１（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２０６０）、ＳＫ－Ｎ－ＤＺ（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２１
４９）、ＳＫ－Ｎ－ＡＳ（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２１３７）、ＳＫ－Ｎ－ＦＩ（ＡＴＣＣ　
ＣＲＬ－２１４２）、ＩＭＲ－３２（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ－１２７）等；マウス神経細胞株
、例えば、ＢＣ３Ｈ１（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１４４３）、ＥＯＣ１（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－
２４６７）、Ｃ８－Ｄ３０（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２５３４）、Ｃ８－Ｓ（ＡＴＣＣ　ＣＲ
Ｌ－２５３５）、Ｎｅｕｒｏ－２ａ（ＡＴＣＣ　ＣＣＬ－１３１）、ＮＢ４１Ａ３（ＡＴ
ＣＣ　ＣＣＬ－１４７）、ＳＷ１０（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２７６６）、ＮＧ１０８－１５
（ＡＴＣＣ　ＨＢ－１２３１７）；ラット神経細胞株、例えば、ＰＣ－１２（ＡＴＣＣ　
ＣＲＬ－１７２１）、ＣＴＸ　ＴＮＡ２（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２００６）、Ｃ６（ＡＴＣ
Ｃ　ＣＣＬ－１０７）、Ｆ９８（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２３９７）、ＲＧ２（ＡＴＣＣ　Ｃ
ＲＬ－２４３３）、Ｂ３５（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－２７５４）、Ｒ３（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－
２７６４）、ＳＣＰ（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－１７００）、ＯＡ１（ＡＴＣＣ　ＣＲＬ－６５
３８）が挙げられる。
【００５０】
　適切な酵母細胞としては、限定はされないが、ピキア・パストリス（Pichia pastoris
）、ピキア・フィンランディカ（Pichia finlandica）、ピキア・トレハロピラ（Pichia 
trehalophila）、ピキア・コクラマエ（Pichia koclamae）、ピキア・メムブラナエファ
キエンス（Pichia membranaefaciens）、ピキア・オプンティアエ（Pichia opuntiae）、
ピキア・テルモトレランス（Pichia thermotolerans）、ピキア・サリクタリア（Pichia 
salictaria）、ピキア・サリクタリア（Pichia guercuum）、ピキア・ピユペリ（Pichia 
pijperi）、ピキア・スティプティス（Pichia stiptis）、ピキア・メタノリカ（Pichia 
methanolica）、ピキア属種（Pichia sp.）、出芽酵母（Saccharomyces cerevisiae）、
サッカロミセス属種（Saccharomyces sp.）、ハンセヌラ・ポリモルパ（Hansenula polym
orpha）、クリベロマイセス属種（Kluyveromyces sp.）、クリベロマイセス・ラクティス
（Kluyveromyces lactis）、カンジダ・アルビカンス（Candida albicans）、偽巣性コウ
ジ菌（Aspergillus nidulans）、クロコウジカビ（Aspergillus niger）、コウジカビ（A
spergillus oryzae）、トリコデルマ・レエセイ（Trichoderma reesei）、クリソスポリ
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ウム・ルククノウェンセ（Chrysosporium lucknowense）、フザリウム属種（Fusarium sp
.）、フザリウム・グラミネウム（Fusarium gramineum）、フザリウム・ベネナトゥム（F
usarium venenatum）、アカパンカビ（Neurospora crassa））、コナミドリムシ（Chlamy
domonas reinhardtii）等が挙げられる。
【００５１】
　適切な原核細胞としては、限定はされないが、大腸菌（Escherichia coli）、ラクトバ
チルス属種（Lactobacillus sp.）、サルモネラ属種（Salmonella sp.）、赤痢菌（Shige
lla sp.）等の種々の実験室株のうちのいずれかが挙げられる。例えば、Carrier et al. 
(1992) J. Immunol. 148: 1176-1181；米国特許第６，４４７，７８４号；およびSizemor
e et al. (1995) Science 270:299-302を参照されたい。本発明で使用することができる
サルモネラ菌株の例としては、限定はされないが、チフス菌（Salmonella typhi）および
ネズミチフス菌（S. typhimurium）が挙げられる。適切な赤痢菌株としては、限定はされ
ないが、シゲラ・フレックスネリ（Shigella flexneri）、ソンネ菌（Shigella sonnei）
、および志賀赤痢菌（Shigella disenteriae）が挙げられる。典型的に、実験室株は非病
原性の菌株である。他の適切な細菌の非限定例としては、限定はされないが、枯草菌（Ba
cillus subtilis）、プチダ菌（Pseudomonas pudita）、緑膿菌（Pseudomonas aeruginos
a）、プセウドモナス・メバロニイ（Pseudomonas mevalonii）、ロドバクター・スフェロ
イデス（Rhodobacter sphaeroides）、紅色非イオウ光合成細菌（Rhodobacter capsulatu
s）、ロドスピリルム・ラブラム（Rhodospirillum rubrum）、ロドコッカス属種（Rhodoc
occus sp.）等が挙げられる。いくつかの実施形態において、宿主細胞は大腸菌（Escheri
chia coli）である。
【００５２】
膜輸送が増強された変異型オプシン
　本開示は膜輸送特性が向上した変異型オプシンを提供する。本開示は変異型オプシンを
コードする核酸も提供する。具体的には、主題の変異型オプシンは、小胞体（ＥＲ）移行
配列、輸送配列（ＴＳ）、またはＥＲ移行配列およびＴＳの両方を含む過分極オプシン（
hyperpolarizing opsin）である。ＥＲ移行配列および／またはＴＳの存在は、膜（例え
ば、原形質膜）局在化およびＥＲ移行の増強に供する。いくつかの場合、主題の変異型オ
プシンは、ＴＳとＥＲの間および／またはオプシンとＴＳの間に配置され得る一つまたは
複数の追加のアミノ酸を含む。
【００５３】
　従って、いくつかの場合、変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル末端に順に
、オプシンポリペプチド；輸送配列；およびＥＲ移行配列を含む。
【００５４】
過分極オプシン
　主題の変異型オプシンへの包含に適したオプシンのアミノ酸配列には、図８Ａに示され
るアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubrum sodomense）アーキロドプシン
－３）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２０アミノ酸～約２３０アミノ酸、
約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０アミノ酸～約２５７アミノ酸の一
続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２
％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミ
ノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列が含まれる。
【００５５】
　主題の変異型オプシンへの包含に適したオプシンのアミノ酸配列には、図９Ａに示され
るアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubrum sodomense）ＴＰ００９株アー
キロドプシン）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２０アミノ酸～約２３０ア
ミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０アミノ酸～約２５７アミ
ノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１
％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００
％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列が含まれる。
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【００５６】
　主題の変異型オプシンへの包含に適したオプシンのアミノ酸配列には、図１０Ａに示さ
れるアミノ酸配列（レプトスフェリア・マクランス（Leptosphaeria maculans）オプシン
）の約２００アミノ酸～約２２５アミノ酸、約２２５アミノ酸～約２５０アミノ酸、約２
５０アミノ酸～約２７５アミノ酸、約２７５アミノ酸～約３００アミノ酸、または約３０
０アミノ酸～約３１３アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または
少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８
％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列が含まれる。
【００５７】
小胞体移行配列
　本開示の改変オプシンにおける使用に適した小胞体（ＥＲ）移行配列としては、例えば
、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬ
ＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号３）；ＦＸ
ＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列
番号５）；等が挙げられる。ＥＲ移行配列は、約５アミノ酸～約２５アミノ酸、例えば、
約５アミノ酸～約１０アミノ酸、約１０アミノ酸～約１５アミノ酸、約１５アミノ酸～約
２０アミノ酸、または約２０アミノ酸～約２５アミノ酸の長さを有し得る。
【００５８】
輸送配列
　本開示の改変オプシンにおける使用に適した輸送配列は、以下のうちの１つ等のアミノ
酸配列に対して９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９
８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む：
【００５９】
　１）ｈＣｈＲ２のシグナルペプチド（例えば、ＭＤＹＧＧＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴ
ＮＰＶＶＶＮＧＳ（配列番号６））
【００６０】
　２）神経細胞のニコチン性アセチルコリン受容体のβ２サブユニットシグナルペプチド
（例えば、ＭＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴＥＦ（配列番号７））
；
【００６１】
　３）ニコチン性アセチルコリン受容体シグナル配列（例えば、ＭＧＬＲＡＬＭＬＷＬＬ
ＡＡＡＧＬＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８））；
【００６２】
　４）ニコチン性アセチルコリン受容体シグナル配列（例えば、ＭＲＧＴＰＬＬＬＶＶＳ
ＬＦＳＬＬＱＤ（配列番号９））；
【００６３】
　５）ヒト内向き整流性カリウムチャネルＫｉｒ２．１のシグナル配列（例えば、ＫＳＲ
ＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号１０））。
【００６４】
　輸送配列は、約１０アミノ酸～約５０アミノ酸、例えば、約１０アミノ酸～約２０アミ
ノ酸、約２０アミノ酸～約３０アミノ酸、約３０アミノ酸～約４０アミノ酸、または約４
０アミノ酸～約５０アミノ酸の長さを有し得る。
【００６５】
追加配列
　上記で言及したように、いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、オプ
シン、ＴＳ、およびＥＲ移行配列に加えて、一つまたは複数のアミノ酸を含む。例えば、
いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル末
端に順に、オプシン；ＴＳ；介在アミノ酸配列；およびＥＲ移行シグナル配列を含む。
【００６６】
　適切な介在アミノ酸配列としては、例えば、リンカー；エピトープ標識；蛍光タンパク
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質；精製を容易にするペプチド；切断可能なリンカーペプチド；等が挙げられる。
【００６７】
　主題の変異型オプシンに含まれ得る適切な蛍光タンパク質としては、限定はされないが
、例えば、米国特許第６，０６６，４７６号；同第６，０２０，１９２号；同第５，９８
５，５７７号；同第５，９７６，７９６号；同第５，９６８，７５０号；同第５，９６８
，７３８号；同第５，９５８，７１３号；同第５，９１９，４４５号；同第５，８７４，
３０４号に記載の、オワンクラゲ（Aequoria victoria）由来の緑色蛍光タンパク質また
はその変異体もしくは誘導体；例えば、高感度ＧＦＰ（多くのそのようなＧＦＰは市販品
（例えば、クロンテック社製）である）；赤色蛍光タンパク質；黄色蛍光タンパク質；ｍ
Ｃｈｅｒｒｙ；例えば、Matz et al. (1999) Nature Biotechnol. 17:969-973に記載の、
花虫類種（Anthozoan species）由来の種々の蛍光および有色タンパク質のうちのいずれ
か；等が挙げられる。
【００６８】
例示的な変異型オプシン
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図８Ａに示されるアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubr
um sodomense）アーキロドプシン－３）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２
０アミノ酸～約２３０アミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０
アミノ酸～約２５７アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少
なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む過分極オプ
シン；並びにｂ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意
のアミノ酸である）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；
ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号３）；
およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣＹＥＮ
ＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００６９】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図８Ａに示されるアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubr
um sodomense）アーキロドプシン－３）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２
０アミノ酸～約２３０アミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０
アミノ酸～約２５７アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少
なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む過分極オプ
シン；ｂ）蛍光タンパク質；並びにｃ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、ＥＲ移行配列は、
ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧ
ＳＬ（配列番号２）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴ
ＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である）
、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、図７Ａに示されるアミノ酸配
列に対して少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一
性を有するアミノ酸配列を含む。
【００７１】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図８Ａに示されるアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubr
um sodomense）アーキロドプシン－３）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２
０アミノ酸～約２３０アミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０
アミノ酸～約２５７アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少



(16) JP 6406581 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む過分極オプ
シン；ｂ）ＴＳ配列；並びにｃ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、ＴＳ配列は、ＭＤＹＧＧ
ＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴＮＰＶＶＶＮＧＳ（配列番号６）；ＭＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦ
ＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴＥＦ（配列番号７）；ＭＧＬＲＡＬＭＬＷＬＬＡＡＡＧＬ
ＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８）；ＭＲＧＴＰＬＬＬＶＶＳＬＦＳＬＬＱＤ（配列番号９）
；およびＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号１０）から選択されるア
ミノ酸配列に対して９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％
、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含み得
る。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、ＶＫ
ＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬ
ＴＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である
）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７２】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図８Ａに示されるアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubr
um sodomense）アーキロドプシン－３）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２
０アミノ酸～約２３０アミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０
アミノ酸～約２５７アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少
なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む過分極オプ
シン；ｂ）ＴＳ配列；ｃ）蛍光タンパク質；並びにｄ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、Ｔ
Ｓ配列は、ＭＤＹＧＧＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴＮＰＶＶＶＮＧＳ（配列番号６）；Ｍ
ＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴＥＦ（配列番号７）；ＭＧＬＲＡＬ
ＭＬＷＬＬＡＡＡＧＬＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８）；ＭＲＧＴＰＬＬＬＶＶＳＬＦＳＬ
ＬＱＤ（配列番号９）；およびＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号１
０）から選択されるアミノ酸配列に対して９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９
５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有する
アミノ酸配列を有し得る。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸で
ある）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮ
ＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが
任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７３】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、図７Ｂに示されるアミノ酸配
列に対して少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一
性を有するアミノ酸配列を含む。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図９Ａに示されるアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubr
um sodomense）ＴＰ００９株オプシン）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２
０アミノ酸～約２３０アミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０
アミノ酸～約２５７アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少
なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む過分極オプ
シン；ｂ）ＴＳ配列；並びにｃ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、ＴＳ配列は、ＭＤＹＧＧ
ＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴＮＰＶＶＶＮＧＳ（配列番号６）；ＭＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦ
ＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴＥＦ（配列番号７）；ＭＧＬＲＡＬＭＬＷＬＬＡＡＡＧＬ
ＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８）；ＭＲＧＴＰＬＬＬＶＶＳＬＦＳＬＬＱＤ（配列番号９）
；およびＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号１０）から選択されるア
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ミノ酸配列に対して９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％
、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含み得
る。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、ＶＫ
ＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬ
ＴＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である
）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図９Ａに示されるアミノ酸配列（ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubr
um sodomense）ＴＰ００９株オプシン）の約２００アミノ酸～約２２０アミノ酸、約２２
０アミノ酸～約２３０アミノ酸、約２３０アミノ酸～約２４０アミノ酸、または約２４０
アミノ酸～約２５７アミノ酸の一続きに対して、例えば、少なくとも約８５％、または少
なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％
、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含む過分極オプ
シン；ｂ）ＴＳ配列；ｃ）蛍光タンパク質；並びにｄ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、Ｔ
Ｓ配列は、ＭＤＹＧＧＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴＮＰＶＶＶＮＧＳ（配列番号６）；Ｍ
ＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴＥＦ（配列番号７）；ＭＧＬＲＡＬ
ＭＬＷＬＬＡＡＡＧＬＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８）；ＭＲＧＴＰＬＬＬＶＶＳＬＦＳＬ
ＬＱＤ（配列番号９）；およびＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号１
０）から選択されるアミノ酸配列に対して９０％、９１％、９２％、９３％、９４％、９
５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有する
アミノ酸配列を含み得る。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸で
ある）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮ
ＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが
任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７６】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、図７Ｃに示されるアミノ酸配
列に対して少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一
性を有するアミノ酸配列を有する。
【００７７】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図１０Ａに示されるアミノ酸配列（レプトスフェリア・マクランス（Le
ptosphaeria maculans）オプシン）の約２００アミノ酸～約２２５アミノ酸、約２２５ア
ミノ酸～約２５０アミノ酸、約２５０アミノ酸～約２７５アミノ酸、約２７５アミノ酸～
約３００アミノ酸、または約３００アミノ酸～約３１３アミノ酸の一続きに対して、例え
ば、少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％
、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有
するアミノ酸配列を含む過分極オプシン；並びにｂ）ＥＲ移行配列を含む。例えば、ＥＲ
移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号
１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号
３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣ
ＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図１０Ａに示されるアミノ酸配列（レプトスフェリア・マクランス（Le
ptosphaeria maculans）オプシン）の約２００アミノ酸～約２２５アミノ酸、約２２５ア
ミノ酸～約２５０アミノ酸、約２５０アミノ酸～約２７５アミノ酸、約２７５アミノ酸～
約３００アミノ酸、または約３００アミノ酸～約３１３アミノ酸の一続きに対して、例え
ば、少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％



(18) JP 6406581 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有
するアミノ酸配列を含む過分極オプシン；ｂ）蛍光タンパク質；並びにｃ）ＥＲ移行配列
を含む。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、
ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶ
ＡＬＴＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸で
ある）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択される。
【００７９】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、図７Ｄに示されるアミノ酸配
列に対して少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一
性を有するアミノ酸配列を含む。
【００８０】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図１０Ａに示されるアミノ酸配列（レプトスフェリア・マクランス（Le
ptosphaeria maculans）オプシン）の約２００アミノ酸～約２２５アミノ酸、約２２５ア
ミノ酸～約２５０アミノ酸、約２５０アミノ酸～約２７５アミノ酸、約２７５アミノ酸～
約３００アミノ酸、または約３００アミノ酸～約３１３アミノ酸の一続きに対して、例え
ば、少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％
、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有
するアミノ酸配列を含む過分極オプシン；ｂ）ＴＳ配列；並びにｃ）ＥＲ移行配列を含む
。例えば、ＴＳ配列は、ＭＤＹＧＧＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴＮＰＶＶＶＮＧＳ（配列
番号６）；ＭＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴＥＦ（配列番号７）；
ＭＧＬＲＡＬＭＬＷＬＬＡＡＡＧＬＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８）；ＭＲＧＴＰＬＬＬＶ
ＶＳＬＦＳＬＬＱＤ（配列番号９）；およびＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ
（配列番号１０）から選択されるアミノ酸配列に対して９０％、９１％、９２％、９３％
、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同
一性を有するアミノ酸配列を含み得る。例えば、ＥＲ移行配列は、ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意
のアミノ酸である）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧＳＬ（配列番号２）；
等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号３）；およびＦＸＹＥＮＥ（配列番
号４）（Ｘが任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（配列番号５）から選択
される。
【００８１】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、アミノ末端からカルボキシル
末端に順に、ａ）図１０Ａに示されるアミノ酸配列（レプトスフェリア・マクランス（Le
ptosphaeria maculans）オプシン）の約２００アミノ酸～約２２５アミノ酸、約２２５ア
ミノ酸～約２５０アミノ酸、約２５０アミノ酸～約２７５アミノ酸、約２７５アミノ酸～
約３００アミノ酸、または約３００アミノ酸～約３１３アミノ酸の一続きに対して、例え
ば、少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、９４％
、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一性を有
するアミノ酸配列を含む過分極オプシン；ｂ）ＴＳ配列；ｃ）蛍光タンパク質；並びにｄ
）ＥＲ移行配列を含む。例えば、ＴＳ配列は、ＭＤＹＧＧＡＬＳＡＶＧＲＥＬＬＦＶＴＮ
ＰＶＶＶＮＧＳ（配列番号６）；ＭＡＧＨＳＮＳＭＡＬＦＳＦＳＬＬＷＬＣＳＧＶＬＧＴ
ＥＦ（配列番号７）；ＭＧＬＲＡＬＭＬＷＬＬＡＡＡＧＬＶＲＥＳＬＱＧ（配列番号８）
；ＭＲＧＴＰＬＬＬＶＶＳＬＦＳＬＬＱＤ（配列番号９）；およびＫＳＲＩＴＳＥＧＥＹ
ＩＰＬＤＱＩＤＩＮＶ（配列番号１０）から選択されるアミノ酸配列に対して９０％、９
１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１０
０％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列を含み得る。例えば、ＥＲ移行配列は、
ＶＸＸＳＬ（Ｘが任意のアミノ酸である）（例えば、ＶＫＥＳＬ（配列番号１）；ＶＬＧ
ＳＬ（配列番号２）；等）；ＮＡＮＳＦＣＹＥＮＥＶＡＬＴＳＫ（配列番号３）；および
ＦＸＹＥＮＥ（配列番号４）（Ｘが任意のアミノ酸である）、例えば、ＦＣＹＥＮＥＶ（
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配列番号５）から選択される。
【００８２】
　いくつかの実施形態において、主題の変異型オプシンは、図７Ｅに示されるアミノ酸配
列に対して少なくとも約８５％、または少なくとも約９０％、９１％、９２％、９３％、
９４％、９５％、９６％、９７％、９８％、９９％、または１００％のアミノ酸配列同一
性を有するアミノ酸配列を含む。
【００８３】
核酸
　本開示は主題の変異型オプシンをコードするヌクレオチド配列を含む核酸を提供する。
主題の変異型オプシンをコードするヌクレオチド配列は、目的の標的細胞（例えば、コー
ドされた変異型オプシンを合成するよう遺伝子改変されている細胞）内での該ヌクレオチ
ド配列の発現を可能にするプロモーターおよびエンハンサー等の一つまたは複数の調節エ
レメントに作用可能に連結することができる。いくつかの場合、変異型オプシンをコード
するヌクレオチド配列は、ニューロン特異的発現に供する転写調節因子（複数可）に作用
可能に連結している。いくつかの場合、主題の変異型オプシンをコードするヌクレオチド
配列は、哺乳類細胞内での発現用にコドン最適化されている。
【００８４】
　適切なプロモーターエレメントおよびエンハンサーエレメントは当該技術分野において
公知である。細菌細胞内の発現において、適切なプロモーターとしては、限定はされない
が、ｌａｃＩ、ｌａｃＺ、Ｔ３、Ｔ７、ｇｐｔ、λＰおよびｔｒｃが挙げられる。真核細
胞内での発現において、適切なプロモーターとしては、限定はされないが、軽鎖および／
または重鎖免疫グロブリン遺伝子のプロモーターエレメントおよびエンハンサーエレメン
ト；サイトメガロウイルス最初期プロモーター；単純ヘルペスウィルスサイミジンキナー
ゼプロモーター；初期および後期ＳＶ４０プロモーター；レトロウイルス由来の末端反復
配列内に存在するプロモーター；マウスメタロチオネイン－Ｉプロモーター；並びに種々
の当該技術分野において公知の組織特異的プロモーターが挙げられる。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、例えば、酵母細胞内での発現において、適切なプロモー
ターは、ＡＤＨ１プロモーター、ＰＧＫ１プロモーター、ＥＮＯプロモーター、ＰＹＫ１
プロモーター等の構成的（恒常的）プロモーター；またはＧＡＬ１プロモーター、ＧＡＬ
１０プロモーター、ＡＤＨ２プロモーター、ＰＨＯ５プロモーター、ＣＵＰ１プロモータ
ー、ＧＡＬ７プロモーター、ＭＥＴ２５プロモーター、ＭＥＴ３プロモーター、ＣＹＣ１
プロモーター、ＨＩＳ３プロモーター、ＡＤＨ１プロモーター、ＰＧＫプロモーター、Ｇ
ＡＰＤＨプロモーター、ＡＤＣ１プロモーター、ＴＲＰ１プロモーター、ＵＲＡ３プロモ
ーター、ＬＥＵ２プロモーター、ＥＮＯプロモーター、ＴＰ１プロモーター、およびＡＯ
Ｘ１等の調節可能プロモーター（例えば、ピキア属（Pichia）での使用用）である。適切
なベクターおよびプロモーターの選択は、当該技術分野において、十分に通常の技術の範
囲内である。
【００８６】
　原核生物性宿主細胞内での使用に適したプロモーターとしては、限定はされないが、バ
クテリオファージＴ７ＲＮＡポリメラーゼプロモーター；ｔｒｐプロモーター；ｌａｃオ
ペロンプロモーター；ハイブリッドプロモーター、例えば、ｌａｃ／ｔａｃハイブリッド
プロモーター、ｔａｃ／ｔｒｃハイブリッドプロモーター、ｔｒｐ／ｌａｃプロモーター
、Ｔ７／ｌａｃプロモーター；ｔｒｃプロモーター；ｔａｃプロモーター等；ａｒａＢＡ
Ｄプロモーター；インビボ制御型プロモーター、例えばｓｓａＧプロモーターまたは関連
プロモーター（例えば、米国特許公開第２００４０１３１６３７号参照）、ｐａｇＣプロ
モーター（Pulkkinen and Miller, J. Bacteriol., 1991: 173(1): 86-93; Alpuche-Aran
da et al., PNAS, 1992; 89(21): 10079-83）、ｎｉｒＢプロモーター（Harborne et al.
 (1992) Mol. Micro. 6:2805-2813）等（例えば、Dunstan et al. (1999) Infect. Immun
. 67:5133-5141; McKelvie et al. (2004) Vaccine 22:3243-3255；およびChatfield et 
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al. (1992) Biotechnol. 10:888-892参照）；σ７０プロモーター、例えば、コンセンサ
スσ７０プロモーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ受入番号ＡＸ７９８９８０、ＡＸ７９８
９６１、およびＡＸ７９８１８３参照）；定常期プロモーター、例えば、ｄｐｓプロモー
ター、ｓｐｖプロモーター等；病原性アイランドＳＰＩ－２由来のプロモーター（例えば
、ＷＯ９６／１７９５１参照）；ａｃｔＡプロモーター（例えば、Shetron-Rama et al. 
(2002) Infect. Immun. 70: 1087-1096参照）；ｒｐｓＭプロモーター（例えば、Valdivi
a and Falkow (1996). Mol. Microbiol. 22:367参照）；ｔｅｔプロモーター（例えば、H
illen,W. and Wissmann,A. (1989) In Saenger,W. and Heinemann,U. (eds), Topics in 
Molecular and Structural Biology, Protein-Nucleic Acid Interaction. Macmillan, L
ondon, UK, Vol. 10, pp. 143-162参照）；ＳＰ６プロモーター（例えば、Melton et al.
 (1984) Nucl. Acids Res. 12:7035参照）；等が挙げられる。大腸菌（Escherichia coli
）等の原核生物内での使用に適した強力なプロモーターとしては、限定はされないが、Ｔ
ｒｃ、Ｔａｃ、Ｔ５、Ｔ７、およびＰλが挙げられる。細菌性宿主細胞内での使用のため
のオペレーターの例としては、限定はされないが、ラクトースプロモーターオペレーター
（ＬａｃＩ抑制タンパク質はラクトースと接触すると高次構造を変化させ、それによって
ＬａｃＩ抑制タンパク質がオペレーターに結合することを阻止する）、トリプトファンプ
ロモーターオペレーター（トリプトファンと複合体化したとき、ＴｒｐＲ抑制タンパク質
はオペレーターと結合する高次構造を有する；トリプトファンが存在しない場合、Ｔｒｐ
Ｒ抑制タンパク質はオペレーターに結合しない高次構造を有する）、およびｔａｃプロモ
ーターオペレーター（例えば、deBoer et al. (1983) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 8
0:21-25参照）が挙げられる。
【００８７】
　主題のオプシンをコードするヌクレオチド配列は、発現ベクターおよび／またはクロー
ニングベクター内に存在することができる。発現ベクターは、選択マーカー、複製開始点
、およびベクターの複製および／または維持を提供する他の特徴を含み得る。
【００８８】
　多数の適切なベクターおよびプロモーターが当業者に知られており；多くは目的の組換
え構築物を作製するために市販されている。以下のベクターは例として提供される。細菌
性：ｐＢｓ、ｐｈａｇｅｓｃｒｉｐｔ、ＰｓｉＸ１７４、ｐＢｌｕｅｓｃｒｉｐｔ　ＳＫ
、ｐＢｓ　ＫＳ、ｐＮＨ８ａ、ｐＮＨ１６ａ、ｐＮＨ１８ａ、ｐＮＨ４６ａ（ストラタジ
ーン社、米国カリフォルニア州ラホヤ）；ｐＴｒｃ９９Ａ、ｐＫＫ２２３－３、ｐＫＫ２
３３－３、ｐＤＲ５４０、およびｐＲＩＴ５（ファルマシア社、スウェーデン、ウプサラ
）。真核生物性：ｐＷＬｎｅｏ、ｐＳＶ２ｃａｔ、ｐＯＧ４４、ＰＸＲ１、ｐＳＧ（スト
ラタジーン社）　ｐＳＶＫ３、ｐＢＰＶ、ｐＭＳＧおよびｐＳＶＬ（ファルマシア社）。
【００８９】
　発現ベクターは通常、プロモーター配列の近くに位置することで目的のタンパク質（例
えば、変異型オプシン）をコードする核酸配列の挿入に供する、簡便な制限酵素認識部位
を有している。発現宿主内で効力のある選択マーカーが存在していてもよい。適切な発現
ベクターとしては、限定はされないが、ウイルスベクター（例えば、以下に基づくウイル
スベクター：ワクシニアウイルス；ポリオウイルス；アデノウイルス（例えば、Li et al
., Invest Opthalmol Vis Sci 35:2543 2549, 1994; Borras et al., Gene Ther 6:515 5
24, 1999; Li and Davidson, PNAS 92:7700 7704, 1995; Sakamoto et al., H Gene Ther
 5: 1088 1097, 1999；ＷＯ９４／１２６４９、ＷＯ９３／０３７６９；ＷＯ９３／１９
１９１；ＷＯ９４／２８９３８；ＷＯ９５／１１９８４およびＷＯ９５／００６５５を参
照）；アデノ随伴ウイルス（例えば、Ali et al., Hum Gene Ther 9:81 86, 1998, Flann
ery et al., PNAS 94:6916 6921, 1997; Bennett et al., Invest Opthalmol Vis Sci 38
:2857 2863, 1997; Jomary et al., Gene Ther 4:683 690, 1997, Rolling et al., Hum 
Gene Ther 10:641 648, 1999; Ali et al., Hum Mol Genet 5:591 594, 1996; Srivastav
a in WO 93/09239、Samulski et al., J. Vir. (1989) 63:3822-3828; Mendelson et al.
, Virol. (1988) 166: 154-165；およびFlotte et al., PNAS (1993) 90: 10613-10617を
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参照）；ＳＶ４０；単純疱疹ウイルス；ヒト免疫不全ウイルス（例えば、Miyoshi et al.
, PNAS 94: 10319 23, 1997; Takahashi et al., J Virol 73:7812 7816, 1999を参照）
；レトロウイルスベクター（例えば、マウス白血病ウイルス、脾壊死ウイルス、並びにラ
ウス肉腫ウイルス、ハーベイ肉腫ウイルス、トリ白血病ウイルス、ヒト免疫不全ウイルス
、骨髄増殖性肉腫ウイルス（myeloproliferative sarcoma virus）、および乳癌ウイルス
等のレトロウイルスに由来するベクター）；等。
【００９０】
　主題の変異型オプシンまたはそのあらゆる変異体をコードする主題のポリヌクレオチド
を含む組換えベクターもまた本明細書で提供される。主題の組換えベクターには、ベクタ
ーのポリヌクレオチドから転写される場合に標的動物細胞の原形質膜上に主題のオプシン
の蓄積をもたらすＲＮＡ（例えば、ｍＲＮＡ）をコードするポリヌクレオチドを含むベク
ターも含まれる。使用してもよいベクターとしては、限定はされないが、レンチウイルス
ベクター、ＨＳＶベクター、アデノウイルスベクター、およびアデノ随伴ウイルス（ＡＡ
Ｖ）ベクターが挙げられる。レンチウイルスとしては、限定はされないが、ＨＩＶ－１、
ＨＩＶ－２、ＳＩＶ、ＦＩＶおよびＥＩＡＶが挙げられる。レンチウイルスは、他のウイ
ルス（例えば、限定はされないが、ＶＳＶ、狂犬病、Ｍｏ－ＭＬＶ、バキュロウイルスお
よびエボラ）のエンベロープタンパク質を有する偽型であり得る。そのようなベクターは
、当該技術分野における標準方法を用いて調製され得る。
【００９１】
　いくつかの実施形態において、ベクターは組換えＡＡＶベクターである。ＡＡＶベクタ
ーは、それらが感染した細胞のゲノム内への安定且つ部位特異的な組み込みが可能な、比
較的小型のＤＮＡウイルスである。ＡＡＶベクターは、細胞の増殖、形態または分化に何
ら影響を及ぼすことなく広範囲の細胞に感染することが可能であり、ヒトの病理には関与
しないように思われる。ＡＡＶゲノムはクローン化、配列決定および特徴付けがなされて
いる。ＡＡＶゲノムはおよそ４７００塩基を含み、ウイルスにおいて複製開始点として働
くおよそ１４５塩基の逆位末端配列（ＩＴＲ）領域を各末端に含有する。ゲノムの残りは
キャプシド形成機能を保持する２つの必須領域に分けられる：ウイルス複製およびウイル
ス遺伝子の発現に関与するｒｅｐ遺伝子を含有するゲノムの左側部分；並びにウイルスの
カプシドタンパク質をコードするｃａｐ遺伝子を含有するゲノムの右側部分。
【００９２】
　ＡＡＶベクターは、当該技術分野における標準方法を用いて調製され得る。いかなる血
清型のアデノ随伴ウイルスも適切である（例えば、Blacklow, pp. 165-174 of ″Parvovi
ruses and Human Disease″ J. R. Pattison, ed. (1988); Rose, Comprehensive Virolo
gy 3: 1, 1974; P. Tattersall ″The Evolution of Parvovirus Taxonomy″ in Parvovi
ruses(JR Kerr, SF Cotmore. ME Bloom, RM Linden, CR Parrish, Eds.) p5-14, Hudder 
Arnold, London, UK (2006); および DE Bowles, JE Rabinowitz, RJ Samulski ″The Ge
nus Dependovirus″ (JR Kerr, SF Cotmore. ME Bloom, RM Linden, CR Parrish, Eds.) 
p15-23, Hudder Arnold, London, UK (2006)を参照（これらの開示はそれらの全体が参照
によって本明細書に組み込まれる））。ベクターの精製法は、例えば、米国特許第６５６
６１１８号、同第６９８９２６４号、および同第６９９５００６号、並びに「Methods fo
r Generating High Titer Helper-free Preparation of Recombinant AAV Vectors」とい
う題名の国際特許出願公開番号ＷＯ／１９９９／０１１７６４から入手してもよい（これ
らの開示はこれらの開示はそれらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる）。ハイ
ブリッドベクターの調製は、例えば、ＰＣＴ出願番号ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０２７０９
１に記載されている（この開示はその全体が参照によって本明細書に組み込まれる）。イ
ンビトロおよびインビボにおいて遺伝子を導入するためのＡＡＶ由来ベクターの使用は、
報告されている（例えば、国際特許出願公開番号ＷＯ９１／１８０８８およびＷＯ９３／
０９２３９；米国特許第４，７９７，３６８号、同第６，５９６，５３５号、および同第
５，１３９，９４１号；並びに欧州特許第０４８８５２８号を参照（これら全てはそれら
の全体が参照によって本明細書に組み込まれる））。これらの刊行物は、ｒｅｐ遺伝子お
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よび／またはｃａｐ遺伝子が欠失し目的の遺伝子と置換されている種々のＡＡＶ由来コン
ストラクト、および目的の遺伝子をインビトロ（培養細胞中に）またはインビボ（生物中
に直接）で導入するためのこれらのコンストラクトの使用について記載している。複製欠
損組換えＡＡＶは、２つのＡＡＶ逆位末端配列（ＩＴＲ）領域に挟まれた目的の核酸配列
を含有するプラスミドおよびＡＡＶキャプシド形成遺伝子（ｒｅｐ遺伝子およびｃａｐ遺
伝子）を保有するプラスミドを、ヒトヘルパーウイルス（例えば、アデノウイルス）に感
染された細胞株に同時導入することにより、調製することができる。作製されたＡＡＶ組
換え体は次に、標準的な技術で精製される。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、主題の組換えベクターは、ウイルス粒子中にキャプシド
形成される（例えば、ＡＡＶウイルス粒子としては、限定はされないが、ＡＡＶ１、ＡＡ
Ｖ２、ＡＡＶ３、ＡＡＶ４、ＡＡＶ５、ＡＡＶ６、ＡＡＶ７、ＡＡＶ８、ＡＡＶ９、ＡＡ
Ｖ１０、ＡＡＶ１１、ＡＡＶ１２、ＡＡＶ１３、ＡＡＶ１４、ＡＡＶ１５、およびＡＡＶ
１６が挙げられる）。従って、本開示は、本明細書に記載のベクターのいずれかを含む組
換えウイルス粒子（組換えポリヌクレオチドを含有することから組換え体）を含む。その
ような粒子の製造法は、当該技術分野において公知であり、米国特許第６，５９６，５３
５号に記載されている。
【００９４】
　上記で言及したように、いくつかの場合、主題の変異型オプシンをコードするヌクレオ
チド配列はニューロン特異的プロモーターに作用可能に連結している。ニューロン特異的
プロモーターおよび他の調節領域（例えば、エンハンサー）は、当該技術分野において公
知である。適切なニューロン特異的制御配列としては、限定はされないが、神経特異的エ
ノラーゼ（ＮＳＥ）プロモーター（例えば、ＥＭＢＬ　ＨＳＥＮＯ２、Ｘ５１９５６を参
照；また、例えば、米国特許第６，６４９，８１１号、米国特許第５，３８７，７４２号
も参照）；芳香族アミノ酸脱炭酸酵素（ＡＡＤＣ）プロモーター；神経フィラメントプロ
モーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ＨＵＭＮＦＬ、Ｌ０４１４７を参照）；シナプシン
プロモーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　ＨＵＭＳＹＮＩＢ、Ｍ５５３０１を参照）；ｔ
ｈｙ－１プロモーター（例えば、Chen et al. (1987) Cell 51:7- 19を参照）；セロトニ
ン受容体プロモーター（例えば、ＧｅｎＢａｎｋ　Ｓ６２２８３を参照）；チロシン水酸
化酵素プロモーター（ＴＨ）（例えば、Nucl. Acids. Res. 15:2363-2384 (1987)およびN
euron 6:583-594 (1991)を参照）；ＧｎＲＨプロモーター（例えば、Radovick et al., P
roc. Natl. Acad. Sci. USA 88:3402-3406 (1991)を参照）；Ｌ７プロモーター（例えば
、Oberdick et al., Science 248:223-226 (1990)を参照）；ＤＮＭＴプロモーター（例
えば、Bartge et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85:3648-3652 (1988)を参照）；エ
ンケファリンプロモーター（例えば、Comb et al., EMBO J. 17:3793-3805 (1988)を参照
）；ミエリン塩基性タンパク質（ＭＢＰ）プロモーター；ＣＭＶエンハンサー／血小板由
来増殖因子－βプロモーター（例えば、Liu et al. (2004) Gene Therapy 11:52-60を参
照）；運動ニューロン特異的遺伝子Ｈｂ９プロモーター（例えば、米国特許第７，６３２
，６７９号；およびLee et al. (2004) Development 131:3295- 3306を参照）；およびＣ
ａ（２＋）－カルモジュリン－依存性プロテインキナーゼＩＩのαサブユニット（ＣａＭ
ＫＩＩα）のプロモーター（例えば、Mayford et al. (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. U
SA 93: 13250を参照）が挙げられる。
【００９５】
有用性
　主題のオプシンは細胞の電位差（voltage potential）を調節するのに有用である。主
題のオプシンは治療的応用および薬物スクリーニング応用において有用である。主題のオ
プシンは疾病モデルを作製するのに有用である。
【００９６】
細胞の電位差の調節
　例えば、主題のオプシンは、細胞（例えば、ニューロン）の電位差を調節するのに有用
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である。細胞はインビトロまたはインビボに存在し得る。従って、例えば、本開示は、特
定波長の光に応答して膜電位差を変化させるように作動する主題のオプシン（例えば、光
活性化型プロトンポンプ）をコードするヌクレオチド配列を含む核酸を、少なくとも１つ
の標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域に導入すること；および標的細胞、細胞内領
域、または細胞外領域の電位差を増加または減少させるように設計された方法で、標的細
胞、細胞内領域、または細胞外領域を特定波長の光に暴露することにより該核酸の発現を
引き起こすこと、を一般的に含む、細胞、細胞内領域、または細胞外領域の電位差を調節
するための方法を提供する。
【００９７】
　いくつかの場合、主題の方法は、標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域の電位差を
、過分極になるまで、増加または減少させるステップをさらに含む。標的細胞、細胞内領
域、または細胞外領域がニューロンである場合、過分極は神経サイレンシング（neural s
ilencing）を達成する。
【００９８】
　いくつかの場合、主題の方法は、異なる細胞集団において各オプシン（例えば、光活性
化型プロトンポンプ）を発現させ；細胞に異なる色の光を照射するステップによる、多色
神経サイレンシング（multi-color neural silencing）を達成するために、異なる光波長
に応答する複数の異なるオプシン（例えば、光活性化型プロトンポンプ）を用いるステッ
プをさらに含む。
【００９９】
　本開示は、特定波長の光に応答して細胞、細胞内領域または細胞外領域のｐＨを変化さ
せるように作動する主題のオプシン（例えば、光活性化型プロトンポンプ）をコードする
ヌクレオチド配列を含む核酸を、少なくとも１つの標的細胞、細胞内領域、または細胞外
領域に導入すること；および標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域のｐＨを増加また
は減少させるように設計された方法で、標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域を特定
波長の光に暴露することにより該核酸の発現を引き起こすこと、を一般的に含む、細胞、
細胞内領域、または細胞外領域のｐＨを調節するための方法を提供する。
【０１００】
　本開示は、特定波長の光に応答して水素イオン放出を引き起こすように作動する主題の
オプシン（例えば、光活性化型プロトンポンプ）をコードするヌクレオチド配列を含む核
酸を少なくとも１つの標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域に導入すること；および
標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域に水素イオンを放出させるように設計された方
法で標的細胞、細胞内領域、または細胞外領域を特定波長の光に暴露することにより核酸
の発現を引き起こすこと、を一般的に含む、細胞、細胞内領域、または細胞外領域に化学
伝達物質として水素イオンを放出させるための方法を提供する。
【０１０１】
標的細胞を改変する応用
　いくつかの実施形態において、標的細胞は主題の核酸（例えば、オプシン（例えば、変
異型オプシン）をコードするヌクレオチド配列を含む核酸）を用いて遺伝子改変される。
いくつかの場合、標的細胞は哺乳動物の脳内に位置するニューロンである。標的細胞は、
上記のように、感光性オプシン、例えば、主題のオプシン（例えば、主題の変異型オプシ
ン）を発現するように遺伝子改変される。次に、光を用いてニューロンを刺激することが
できる。脳内の位置および刺激の頻度および長さ等のいくつかの要素に応じて、異なる目
標を達成することができる。例えば、脳深部刺激（ＤＢＳ）の現在の技術では、電極を用
いることで、電流が脳の標的領域に直接流される。電気刺激の頻度は低頻度ＤＢＳまたは
高頻度ＤＢＳと称される場合もある。研究により、高頻度ＤＢＳは刺激細胞からの活動電
位の発生を阻害するが、低頻度ＤＢＳは刺激細胞からの活動電位の発生を促進することが
示唆されている。低頻度ＤＢＳの、高頻度の効果を生じる頻度は、刺激されている脳の特
定領域に応じて変動することも示されている。高頻度ＤＢＳの一例によれば、ニューロン
は約１００Ｈｚ以上の周波数で電流パルスを供給する電極を用いて刺激される。そのよう
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な周波数は、本明細書にさらに記載されるような、特定の応用において有効であることが
示されている。
【０１０２】
　ＤＢＳの具体例は、パーキンソン病の治療のための使用である。本願において、ＤＢＳ
はしばしば患者の脳内の淡蒼球内節または視床下核に適用される。光に応答するよう細胞
を改変する生物学的造形物（biological arrangement）を移植することにより、発光灯（
light flashing light）を、電極の代わりに使用することができる。従って、標的神経細
胞および外部電気信号は、標的細胞に直接加えられる必要はない。さらに、光は電気より
もその発生点からより遠くに進むことができるため、刺激源と比較して実行面積（effect
ive area）が増加し、光増感されたニューロンのみが刺激される。
【０１０３】
　電極に基づくＤＢＳ法と同様に、本発明の一実施形態を、高頻度ＤＢＳを用いて実行す
ることで、ニューロンから発生する活動電位（neuron generated impulse）を阻害するこ
とができる。高頻度ＤＢＳは約１００Ｈｚの周波数で達成されたが、本開示の種々の実施
形態を用いる高頻度ＤＢＳは必ずしも同じ周波数を必要としない。例えば、光作動技術を
用いた場合、低周波数（例えば、５０Ｈｚ）において高頻度ＤＢＳの阻害効果を再現する
ことが可能であり得る。例えば、過分極オプシンの活性化は、過分極および活動電位発生
への抵抗をもたらす可能性がある。特定用途（例えば、脳の標的部位および所望の効果）
、および適用されている刺激様式に応じて、様々な周波数を用いることができる。
【０１０４】
　本発明の別の実施形態例と一致して、感光性生体分子の発現を誘導する遺伝子導入ベク
ターが、特定の細胞種を標的とするのに使用される。例えば、ウイルスに基づくタンパク
質（例えば、レンチウイルス、アデノ随伴ウイルスまたはレトロウイルス）を作製するこ
とで、唯一発現されるタンパク質に基づいて、特定の細胞種を標的とすることができる。
次に、標的細胞は、ウイルスに基づく遺伝子導入タンパク質に感染されて、新しい種類の
イオンチャネル（例えば主題のオプシン；主題の変異型オプシン）を産生し始めることに
より、感光性となっていく。これは、標的細胞の近くに存在する他の細胞を刺激すること
なく標的細胞を刺激するのに特に有用である。例えば、長さ、直径、クロナキシー、他の
膜特性、電気絶縁、神経伝達物質の排出量、および全体的機能が全く異なるニューロンが
極めて近接して存在しているため、ニューロンの刺激を与えるために電極を用いる場合、
刺激されてしまいがちである。例えば、Gradinaru et al. (2007) J. Neurosci. 27(52):
 14231-14238, Zhang et al. (2007) Nature 446: 633-639, Zhang et al. (2007) Natur
e Reviews Neuroscience Vol. 8: 577-581を参照されたい。
【０１０５】
　本開示はインビボで使用するための埋め込み型デバイスを提供する。発光するために、
発光ダイオード、レーザーまたは同様の光源も含まれる。光源から生じた光に応答しての
標的細胞の刺激を促進する光応答性分子を含むように標的細胞を改変する生体部位。
【０１０６】
　本発明の別の実施形態は、光に応答して標的細胞を刺激する感光性タンパク質を用いる
、標的細胞を刺激するためのデバイスを使用する。感光性タンパク質を含むように標的細
胞を改変するベクターを埋め込むために、生物学的送達デバイスが使用される。標的細胞
の近くに発光デバイスを埋め込むために、埋め込みコンポーネント（例えば、主題のオプ
シンをコードする組み換え発現ベクターを含む埋め込み型構成成分）が使用される。発光
デバイスを活性化して、標的細胞に受け取られることとなる光を発生させ、それにより発
せられた光に応答して標的細胞を刺激するための制御デバイスが使用される。
【０１０７】
　例えば、光は生物（例えば、哺乳動物）の内部部位に送達され得る。インビボで発光す
る埋め込み型デバイス等の発光器が使用される。その部位の標的細胞に存在する主題のオ
プシン（例えば、主題の変異型オプシン）は、標的細胞を照らす発光器により発せられた
光に応答して、標的細胞の刺激をもたらす。発光器は、およそ数ミリメータ程度のサイズ
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の小型の電子デバイスであり得る。小型であることは、デバイスの侵害性（intrusivenes
s）および関連の埋め込み手順を最小化するために特に有用である。別の例では、発光器
は、光を外部源から標的細胞へ伝達するために使用することができる光ファイバーデバイ
スを含み得る。例えば、標的細胞は光活性型プロトンポンプ／チャネルタンパク質を含有
するように改変される。
【０１０８】
　主題の光感受性タンパク質は、いくつかの異なる方法を用いて埋め込むことができる。
例となる方法には、限定はされないが、ゼラチンカプセル、液体注射剤等の種々の送達デ
バイスの使用が含まれる。そのような方法には、埋め込みまたは身体部位へのアクセスの
ための、フレーム（frame）またはコンピュータ制御手術ナビゲーションシステム等の定
位手術技術の使用も含まれる。
【０１０９】
　一例として、感光性となるよう改変された、例えば、主題のオプシン（例えば、主題の
変異型オプシン）を産生するよう改変された、標的細胞。従って、標的細胞は感光性であ
る。標的細胞の刺激は埋め込み型デバイスによって制御することができる。例えば、光源
を活性化もしくは不活性化させることにより、または光源に動力を供給する電池を充電す
ることによって外部シグナルに応答するように、制御回路を配置することができる。一例
では、外部シグナルは制御回路により受信される電磁放射である。例えば、高周波（ＲＰ
）シグナルは、外部高周波（ＲＦ）送信器によって伝達し、制御回路により受信すること
ができる。別の例では、磁場を利用することで、制御回路を活性化および／または動力供
給することができる。
【０１１０】
　制御回路は様々な程度の複雑性を用いて、実装することができる。一例では、回路は、
磁場に曝されると電流を発生させる単純なコイルである。電流は後に光源に動力供給する
のに用いられる。そのような実装は、サイズおよび複雑さを制限し、デバイスの寿命を延
長させるのに特に有用である。別の例では、制御回路はＲＦアンテナを含み得る。所望に
より、電池または同様の電源（例えば、容量素子）を、制御回路の傍で使用することがで
きる。荷電中、電源は、体外からの同時エネルギー配給の必要無しに、回路網が作動し続
けることを可能にする。これは、光源が発する光を精密制御するのに、および発光の強度
を増加させるのに、特に有用である。一実施形態では、光源は発光ダイオード（ＬＥＤ）
を用いて実装される。ＬＥＤは低電力応用に有用であること、また電気信号に比較的素早
く応答することも証明されている。
【０１１１】
　別の実施形態では、標的細胞に侵入し標的細胞に感光性を与える、主題のオプシン（例
えば、主題の変異型オプシン）をコードする組み換え発現ベクターを含有する基質（例え
ば、ゼラチンまたは同様の物質を含み得る基質）。一例では、ベクターは体内に埋め込ま
れるとすぐに放出される。これは、例えば、ベクターが水溶液中に放出されることを可能
にする閉じ込め物質を用いることによって（例えば、脱水した、または水溶性の物質（例
えば、ゼラチン）を用いて）、達成することができる。ベクターの放出によって、光源か
らの光に応答して刺激されるように改変された標的細胞がもたらされる。
【０１１２】
　別の実施形態では、感光性細胞を含有する合成メッシュが使用される。一例では、細胞
は感光性となるよう改変された（例えば、主題のオプシン（例えば、主題の変異型オプシ
ン）を含むよう改変された）ニューロンである。合成メッシュは、ニューロン全体（例え
ば、細胞体）を通過させずに、樹状突起および軸索にメッシュを通過させるように、構築
することができる。そのようなメッシュの一例は、直径およそ３～７ミクロン程度の細孔
を有しており、ポリエチレンテレフタラート製である。別の実施形態例では、注入機構が
、主題のオプシン（例えば、主題の変異型オプシン）、例えば、主題のオプシンをコード
する組み換え発現ベクターを送達するのに使用される。
【０１１３】
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　例えば、埋め込み型デバイスは磁場に応答性であり得る。例えば、誘導器は磁場に応答
して電流／電位を発生させる。電流は導電路を通って制御回路を通過する。それに応じて
、制御回路は導電路を用いて光源を活性化する。光源は、標的細胞を刺激するために生体
部位を照射する。一例では、生体部位には、前述のゼラチン、合成メッシュ、または注入
機構が含まれる。
【０１１４】
　一実施形態では、制御部は単純な電気的接続、抵抗素子であってもよいし、または完全
に取り除かれていてもよい。そのような実施形態では、発光の強度、持続時間および発生
頻度は、磁場から発生した電流によって直接的に制御されるであろう。これは、安価で長
持ちする小型のデバイスを作製するのに特に有用である。
【０１１５】
　別の実施形態では、制御部はより複雑な回路として実装することができる。例えば、制
御回路は異なる整流回路、電池、パルスタイミング、コンパレーター回路等を包含・実装
していてもよい。具体的な例では、制御回路はＣＭＯＳまたは他のプロセスを用いて作製
された集積回路（ＩＣ）を含む。集積回路技術は非常に小さな領域内での多数の回路素子
の使用を可能にするため、いくつかの応用に、比較的複雑な制御回路を実装することがで
きる。
【０１１６】
　一例として、誘導器は、ゴワンダ・エレクトロニクス社により供給される１００ｕＨ誘
導器（部品番号ＣＦ１００８－１０３Ｋ）等の面実装誘導器である。発光部は、０６０３
パッケージサイズまたは０８０５パッケージサイズのＬＥＤ等の青色ＬＥＤである。具体
的な例は、ＬＥＤトロニクス社（LEDtronics, Inc）（カリフォルニア州トランス）から
入手できる、部品番号ＳＭＬ０８０５を有する青色面実装ＬＥＤである。接続路は、導電
性エポキシ樹脂、テープ、はんだまたは他の粘着性物質等の種々の導電体を用いて実装す
ることができる。適切な周波数域で発光しているＬＥＤ（主題のオプシンに適用可能）は
、この同一製造業者を含む、商業的供給源から入手することができる。
【０１１７】
　本開示は、ニューロンの遺伝子を組換えることで本明細書に記載の光感受性オプシンを
発現させるための方法を提供する。例えば、主題のオプシンを用いることで哺乳類神経細
胞に感光性を付与することができ、主題のオプシンをコードする核酸を標的神経細胞に導
入するための発現ベクターを用いることにより、コードされるオプシンは後に産生される
。光による標的細胞の刺激は、標的細胞の過分極をもたらす。
【０１１８】
　本開示は、主題のオプシンを発現するようにニューロンを改変し；そのニューロンを光
刺激に曝すことを含む、ニューロンにおいて抑制性ニューロンの電流フローを発生させる
ための方法を提供する。本開示は、主題のオプシンを発現するようにニューロンを改変し
；そのニューロンを光刺激に曝すことを含む、ニューロンの活動電位を調節するための方
法を提供する。本開示は、主題のオプシンを発現するように細胞を改変し；その細胞を光
刺激に曝すことを含む、細胞の細胞膜を挟んだ電圧レベルを調節するための方法を提供す
る。
【０１１９】
　本開示はインビボにおいてニューロンの活動電位を調節するための系を提供する。前記
系は送達デバイス、光源、および制御デバイスを含む。送達デバイスは、光応答性タンパ
ク質（主題のオプシン）をニューロンに導入し、その光応答性タンパク質は、抑制性電流
を発生させる。光源は光応答性タンパク質を刺激するための光を発し、制御デバイスは光
源による発光を制御する。
【０１２０】
　本開示は疾患を治療するための方法を提供する。前記方法は前記疾患に関連するニュー
ロンの一群を標的とし；標的のニューロンは主題のオプシンを発現するように改変され；
改変された標的ニューロンはニューロンの脱分極を低減させる抑制性電流を発生させ；改
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変されたニューロンは光刺激への暴露によりニューロンの脱分極を低減させる。
【０１２１】
薬物スクリーニング
　本発明の特定の実施形態は薬物スクリーニングに有用であり得る。光に応答して活性化
（または不活性化）されたときにチャネルまたはポンプとして機能し、本明細書では光応
答性イオンスイッチまたは光活性化型膜電位スイッチ（ＬＡＭＰＳ）と称されるイオンス
イッチを用いて膜電位を調節する働きをする、種々の光感受性タンパク質。
【０１２２】
　例えば、本開示は、イオンチャネルおよびイオンポンプに影響を与える化合物のスクリ
ーニングに供する。前記系によって、主題のオプシンを合成するよう改変された細胞にお
ける主題のオプシンの活性を遮断または増強し得る一つまたは複数の薬剤候補が提供され
る。光によって細胞における光学的応答性（optically responsive）イオンチャネルが誘
起され、細胞膜を挟んでみられる電位に変化を生じさせる。電位変化は、細胞における電
位開口型イオンチャネルを刺激し、次に、光学的出力として読み取ることが可能な、イオ
ン濃度における変化を引き起こす。これらの光シグナルは、薬剤候補が電位開口型イオン
チャネルに対して、もしあるならば、いかなる影響を有するのかを決定するために、検出
および利用される。さらに特定の実施形態では、プロトンポンプを発現するタンパク質が
細胞に導入される。
【０１２３】
　一例では、前記系は、スクリーニングの間に大規模な機構を必要とすることなく、様々
な薬剤候補のスクリーニングを可能にする。例えば、アッセイは、光学的応答性細胞の刺
激および薬剤の有効性の検出の両方のために、光学素子を用いて、行ってもよい。例えば
、ホールセルパッチクランプを用いる、手動的接触（manual contact）の代わりとしての
光学素子の使用は、アッセイのスクリーニング工程の処理量を増加させるのに特に有用で
あり得る。例えば、その他の方法では標的細胞内のイオンフローを刺激または検出するの
に必要な物理的な処置を最小化または排除することによって、スクリーニング間の時間を
減少させることができる。試験デバイスは準備された細胞に光学的に結合されることのみ
を必要とするので、細胞はスクリーニング工程に先立って準備してもよい。別の例では、
例えば、一連の光検出器および異なる薬剤に曝された対応する一連の改変細胞を用いて、
いくつかの異なる薬剤を同時にスクリーニングすることによって、処理量を増加させても
よい。
【０１２４】
　改変細胞の光刺激を変動させることで、導入された薬剤候補の特定の性質を決定するこ
とができる。例えば、光刺激の強度を調整することで、対応する脱分極レベルを変化させ
てもよい。所望の脱分極レベルを調整することで、試験中の薬剤の有効性をさらに特徴付
けすることができる。別の例では、光刺激は急速な光パルスを含んでいてもよい。光刺激
と結果として検出される蛍光との間の時間的関連性を相互に関連付けることによって、動
的応答の面から薬剤をさらに特徴付けしてもよい。従って、薬剤は、イオン濃度に対する
定常状態効果、電位開口型イオンチャネルを開口させるのに必要な脱分極レベルにおける
変化、および反復的脱分極に対する影響を含むがこれらに限定はされない種々の異なる側
面について、特徴付けしてもよい。
【０１２５】
　一実施形態では、前記系は光刺激および／または検出の簡便な較正を可能にする。改変
細胞を薬剤候補の導入の前に光刺激してもよい。イオンチャネル応答性が検出および記録
される。記録された値は、試験中の薬剤を導入した後の同じ改変細胞のイオンチャネル応
答性に対する比較用のベースラインとして用いてもよい。記録された値を用いて、光刺激
または光学検波器の感度を調節してもよい。そのような調節を個々の試験試料または一連
の試験試料に適用してもよい。そのような一連の試験試料において、各試験試料は対応す
る光刺激を調整することによって個々に較正されてもよい。同様に、それぞれの対応する
光検出器を個々に調整してもよい。
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【０１２６】
　光の送達に割り当てられる時間は変動してもよく、光開口型水素イオンまたはイオンチ
ャネル/ポンプの発現レベル、並びにその細胞集団の他の水素イオン/イオンチャネル 特
徴の密度および特徴を含む要素に依存する。光の受信に割り当てられる時間は変動しても
よく、スクリーニングセッションに必要な精度を含む要素に依存する。ウェル－プレート
（トレイ）交換に割り当てられる時間は変動してもよく、自動デバイスの機械的速度を含
む要素に依存する。高速なニューロンを試験される細胞として使用した場合、細胞刺激お
よびＬＥＩＡ検出のプロセスはミリ秒で達成され得る。
【０１２７】
　上記のプロセスを変動条件下で反復してもよい。例えば、所与の細胞集団は、薬剤の非
存在下で試験し、その後に一つまたは複数の薬剤の存在下で試験してもよい。それらの条
件下における電気的興奮性細胞の応答を、それによって実証、比較および研究してもよい
。本発明がトレイ上の各ウェルに対する少なくとも１つの放射体／検出器および少なくと
も２つの同時に作動するデバイスによって実行される場合、連続的な作動を長期間継続し
てもよい。
【０１２８】
　例示的なスクリーニング法は、試料を切り替える必要なしに複数のデータ点を収集する
ことを含み得る。活性化させる光を高速シャッターにより単にオンおよびオフにすること
によって、試料に対する調節は同一の試料調製において可逆的なものであるため、同一試
料は再利用することができる。さらに、異なる試料調製物間の差異に関して懸念すること
なく、試験を薬剤の効果について実施することができるように、一連の刺激パターンを同
一の細胞試料に与えることができる。励起レベルを調節することによって（例えば、光無
しから高強度または最大強度までレベルを傾斜させることによって）、一連の膜電位に対
する薬剤の効果を試験することができる。これにより、過分極膜電位、自然膜電位、また
は脱分極膜電位の間に効果的である薬剤の同定が可能となる。
【０１２９】
　本明細書に記載の細胞株は、薬剤候補の詳細な特徴付けをハイスループットに行うのに
特に有用であり得る。光学制御が比較的迅速であるため、より生理的な形態の活性化の下
で薬剤の活性を試験すること可能となる。例えば、薬剤が生理的形態の神経活動の下でど
のようにしてチャネルと相互作用するのかを決定するために、異なる頻度の脱分極および
／または過分極を用いてもよい。いくつかの例において、そのプロセスは高額な化学色素
を細胞株に適用することなく達成され得る。
【０１３０】
　本明細書で考察される様々な特性に関連して、本発明の種々の実施形態の使用は、煩わ
しい機械的操作および液体の取り扱いの必要を排除することにより、スクリーニングの処
理量を向上させるのに特に有用であり得る。種々の実施形態は、同一試料を用いた反復可
能なスクリーニング検査、化学的な蛍光レポーター（chemically- based fluorescence r
eport）の必要を排除することによるスクリーニングコストの減少、高い時間精度および
低いシグナルアーチファクト（電位操作の光学的性質による）の提示、刺激に用いられる
光強度を減弱することによる脱分極レベルの調節、並びにパルス光パターン使用下におけ
る薬剤によるイオンチャネルに対する調節の動態確認にも有用であり得る。
【０１３１】
　複数の独立して制御可能な励起タンパク質および阻害タンパク質の存在は様々な応用を
可能にし、例えば、限定はされないが、種々の疾患の治療への応用、および複数の光波長
それぞれに応答するように選択することができる複数の光応答性タンパク質の使用が挙げ
られる。常に明言されるわけではないが、阻害は、応用において、励起と組み合わせて、
それに加えて、またはそれの代わりに、用いることができる。単一成分タンパク質のファ
ミリーは、複数の波長および光の強度に応答することが示されている。開示の態様は、追
加の光波長および／または個々に制御可能なタンパク質チャネルを可能にさせる配列に対
する、さらなる変異および／または探索を可能とさせる。光刺激（例えば、波長、強度ま
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たは持続期間の特性）に対する変化も用いられる。例えば、刺激特性は、両タンパク質を
同時に励起させるために、２つの異なるイオンチャネルタンパク質の励起波長の重なりを
利用してもよい。そのような一例において、タンパク質は異なるレベルの責任（responsi
bility）を有していてもよい。従って、神経応用において、ある一組のイオンチャネルは
、第二の一組のイオンチャネルと比較して、異なる成功確率でスパイキング（spiking）
をもたらしてもよい。同様に、２つの異なるイオンチャネル（またはポンプ）の阻害波長
における重なりによって、両タンパク質の同時阻害が可能となる。
【０１３２】
　あるいは、他のタンパク質を刺激させずに、所望の組み合わせの光応答性タンパク質を
刺激できるようにするために、複数の光源を使用してもよい。
【０１３３】
治療的応用
　本開示は種々の治療法を提供する。
【０１３４】
　嗜癖は報酬および期待を含む、種々の脳機能に関連している。さらに、嗜癖を推進させ
る原因は個体間で異なり得る。一実施形態によれば、嗜癖（例えばニコチン嗜癖）は、島
の小領域を光遺伝学的に安定化させることで治療してもよい。所望により、島表面上にイ
ンターベンションするための正確な標的スポットを決定するのに、脳機能イメージング（
例えば、ｃｕｅｄ－ｓｔａｔｅ　ＰＥＴまたはｆＭＲＩ）を使用して異化亢進性の病巣を
特定してもよい。
【０１３５】
　側坐核および中隔の光遺伝学的興奮は、物質の使用に頼る必要無しに患者に報酬および
満足を与えることができため、嗜癖治療の鍵を握っていると考えられる。逆に、嗜癖と関
連する薬物渇望を低減させるために、側坐核および中隔の光遺伝学的安定化を利用しても
よい。別の実施形態では、前帯状回膝（ＢＡ３２）で観察される異化亢進活性の光遺伝学
的安定化を利用して薬物渇望を低減させることができる。プロオピオメラノコルチン（Ｐ
ＯＭＣ）並びにコカイン・アンフェタミン調節転写物（ＣＡＲＴ）ペプチド産物を含有す
る、視床下部内側野の弓状核内の細胞の光遺伝学的安定化は、薬物嗜癖行動を低減させる
のにも利用することができる。
【０１３６】
　ソマトスタチンを分泌する視床下部脳室周囲核の神経内分泌ニューロンの光遺伝学的刺
激を利用することで、例えば、先端巨大症における、下垂体前葉からの成長ホルモンの分
泌を阻害することができる。ソマトスタチンまたは成長ホルモンを分泌する神経内分泌ニ
ューロンの光遺伝学的安定化を利用することで、成長および身体発育を増大することがで
きる。「正常な」加齢に伴う変化の一つとして、４０代および５０代以後の血清成長ホル
モンレベルの急激な減少がある。結果として、脳室周囲核の光遺伝学的安定化を介して加
齢に伴う肉体的衰退が軽減され得る。
【０１３７】
　視床下部の腹内側核、特に弓状核のプロオピオメラノコルチン（ＰＯＭＣ）およびコカ
イン・アンフェタミン調節転写物（ＣＡＲＴ）の光遺伝学的安定化を利用することで、食
欲を増進させて、神経性食欲不振症を治療することができる。あるいは、視床下部の外側
核の光遺伝学的刺激を利用することで、食欲および摂食行動を増進させることができる。
【０１３８】
　側頭葉、ＮＢＭ（マイネルト基底核）および後帯状回（ＢＡ３１）を含む患部のコリン
作動性細胞における光遺伝学的興奮は刺激をもたらすことで、悪化部分に神経栄養性駆動
（neurotrophic drive）をもたらす。
【０１３９】
　これらの患部は脳内の広範囲に及んでいるため、埋め込み電極を用いた同様な治療は、
光遺伝学的アプローチよりも実現性が低いであろう。
【０１４０】
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　不安障害は、典型的には、左側頭部および前頭部の皮質および扁桃体の活動亢進が関連
しており、その活動亢進は不安が解消されるにつれて正常に傾く。従って、患部である左
側頭部および前頭部並びに扁桃体を光遺伝学的安定化によって処置し、それによってこれ
らの領域における活動を弱めてもよい。
【０１４１】
　正常な生理機能において、受け取った光に応答して脱分極する網膜の感光性神経細胞は
、受け取った光パターンの視覚地図をつくり出す。光遺伝学的イオンチャネルを用いるこ
とで多くの身体部位においてこのプロセスを模倣することができ、眼は例外ではなくなる
。損傷した網膜に起因する視覚的機能障害または失明の場合、機能的な新しい網膜を成長
させることが可能であり、これには埋め込みデバイスからの点滅光パターンではなく自然
周辺光が用いられる。成長した人工網膜は元の網膜の位置に配置してもよい（視覚皮質へ
と繋がる導管として機能する視神経を利用することができる）。あるいは、脱分極シグナ
ルのための導管が光遺伝学的感知マトリックスからのコード化情報を解読することができ
る皮質組織に届くのであれば、人工網膜は前頭等の別の場所に配置されてもよい。皮質盲
は、視覚皮質の下流の視覚路を刺激することよっても治療できるかもしれない。その刺激
は、視覚皮質の上流で、または人工的光センサーによってつくられた視覚データに応じて
異なるだろう。
【０１４２】
　頻拍症の治療は第Ｘ脳神経または迷走神経を含む副交感神経系線維に対する光遺伝学的
刺激によって達成され得る。これは洞房結節レートの減少を引き起こし、それによって心
拍数および収縮力を減少させる。同様に、脊髄神経Ｔ１～Ｔ４内の交感神経系線維の光遺
伝学的安定化は心臓を緩慢にさせる働きをする。病的徐脈の治療において、迷走神経の光
遺伝学的安定化、またはＴ１～Ｔ４内の交感神経線維の光遺伝学的刺激は、心拍数を増加
させる働きをする。洞房結節より速い、異常な電気的フォーカスに起因する不整脈（card
iac disrhythmia）は、適度な光遺伝学的安定化により異常な電気的フォーカスを処置す
ることによって抑制され得る。これにより処置組織内の固有の発火率が減少し、洞房結節
は心臓の電気系のペースを調整するその役割を回復させる。同様に、いかなるタイプの心
不整脈も、治療することができる。心筋症または鬱血性心不全で起こる心臓組織の変性も
、本発明を用いて治療することができ；残りの組織本発明の種々の実施形態を用いて興奮
させることができる。
【０１４３】
　前頭葉、頭頂葉および海馬を含む脳領域の光遺伝学的興奮刺激は、処理速度を増加し、
記憶力を向上し、そして神経前駆細胞の発達促進を含むニューロンの成長および相互接続
を刺激し得る。一例として、本発明の一つのそのような応用は、患者を近植物（かろうじ
て意識がある）状態から抜け出させることを目的とした、視床における標的ニューロンの
光遺伝学的興奮刺激に関する。標的視床ニューロンの膜における光開口型イオンチャネル
またはポンプの成長が影響を受ける。次に、これらの改変ニューロンは、標的ニューロン
および／または周辺細胞の機能を調節するために、フラッシュ光がそれに向けられること
によって、刺激される（例えば、同じ通路でもアクセスし得る光学素子を介して）。
【０１４４】
　別の実施形態では、鬱血性心不全等の状態にある弱った心筋を治療するために、光遺伝
学的興奮が用いられ得る。ＣＨＦである不全心筋に対する電気的補助は通常、心臓壁の薄
く伸びた脆弱な状態、並びに電極および筋肉間の均等に分散した電気的結合を与えること
の難しさから、一般的には実用的ではない。この理由から、心筋収縮能を増加させるため
の今日までの方法には、β作動薬等の薬理学的方法、および心室補助装置等の機械的手法
が含まれている。本発明のこの実施形態において、光遺伝学的興奮は、心臓を囲む包被（
jacket）の内側表面上の発光要素を介して弱った心筋に、または患部心臓壁に対して、送
達される。当該技術分野において周知の手段によって光を拡散して筋肉の広い面積を円滑
にカバーし、それぞれの光パルスによる収縮を促してもよい。
【０１４５】
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　帯状回膝下部（Ｃｇ２５）における光遺伝学的安定化、黄色光が埋め込みデバイスによ
って適用され得る。目的は、Mayberg HS et al, ″Deep Brain Stimulation for Treatme
nt-Resistant Depression,″ Neuron, Vol. 45, 651-660, March 3, 2005, pp. 651-660
（参照によって本明細書に完全に組み込まれる）により教示される方法と類似の方法で、
標的活性を抑制することにより鬱病を治療することであろう。別の実施形態では、光遺伝
学的興奮刺激法は、Schlaepfer et al., ″Deep Brain stimulation to Reward Circuitr
y Alleviates Anhedonia in Refractory Major Depression,″ Neuropsychopharmacology
 2007, pp. 1-10（参照によって本明細書に完全に組み込まれる）により教示される方法
と類似の方法で、その領域における活性を増加させることである。
【０１４６】
　さらに別の実施形態では、左背外側前頭前皮質（ＬＤＰＦＣ）は、光遺伝学的興奮刺激
法により標的とされる。５～２０ＨｚでのＬＤＬＰＦＣのペーシングは、この構造体の基
礎代謝レベルを増加させる働きをし、回路網との接続を介することでＣｇ２５における活
性を減少させる働きをし、その過程において鬱病を改善する。右背外側前頭前皮質（ＲＤ
ＬＰＦＣ）の抑制も、効果的な鬱病治療法である。これはＲＤＬＰＦＣに対する光遺伝学
的安定化によって達成され得、または、抑制は、光遺伝学的興奮刺激の使用および遅い速
度（例えば１Ｈｚ以下）でのパルシングによっても達成され得、その過程において鬱病は
改善される。迷走神経刺激（ＶＮＳ）は光遺伝学的手法を用いることで改善され得る。光
遺伝学的興奮の使用は、節上神経節および頚静脈神経節等の脳への求心性迷走神経のみを
刺激するために利用してもよい。
【０１４７】
　脳からの遠心性神経は、この手法によって刺激を受け取らないであろうことから、咽頭
における不快感、咳、嚥下困難および嗄声を含むＶＮＳの副作用のいくつかを排除する。
別の実施形態では、海馬が光遺伝学的に興奮させられることで、樹枝状新芽形成および軸
索新芽形成の増加、並びに海馬の全体的な成長をもたらし得る。本発明を用いることで治
療され得る鬱病に関与する他の脳領域には、扁桃体、側坐核、眼窩前頭皮質および眼窩内
側（orbitomedial）皮質、海馬、嗅覚皮質、並びにドーパミン作動性投射、セロトニン作
動性投射、およびノルアドレナリン作動性投射が含まれる。光遺伝学的手法を用いること
で、海馬の様な構造体を介する活性の伝播を制御して、抑鬱症状を制御することができる
。
【０１４８】
　膵臓ランゲルハンス島内に生きたαおよびβ細胞集団が存在する限り、その島を糖尿病
治療のための標的とすることができる。例えば、血清グルコース（手動で、または閉ルー
プグルコース検出系によって決定される）が高いときに、光遺伝学的興奮を用いて膵臓に
おけるランゲルハンス島のβ細胞からのインスリン放出を引き起こしてもよく、一方、光
遺伝学的安定化は膵臓におけるランゲルハンス島のα細胞からのグルカゴン放出を阻止す
るために使用される。逆に、血糖が低過ぎるときに（手動で、または閉ループグルコース
検出系によって決定される）、光遺伝学的安定化を用いてβ細胞のインスリン分泌を止め
てもよく、光遺伝学的興奮を用いてα細胞のグルカゴン分泌を増加させてもよい。
【０１４９】
　癲癇の治療において、癲癇誘発活性の抑制または遮断は、光遺伝学的手法に適している
。大部分の癲癇患者は、癲癇誘発性病巣に起因する型通りの活性伝播パターンを有する。
光遺伝学的安定化を用いることで、異常な活性をそれが広がる前に抑制したり、あるいは
その途中で初期に打ち切ることができる。あるいは、光遺伝学的興奮刺激を介した興奮性
組織の活性化を、一連の故意的な非同期性パターンで送達することで、発生しつつある発
作活動を撹乱することができる。もう１つの方法は、ＧＡＢＡ作動性ニューロンにおける
光遺伝学的興奮刺激の活性化を含み、同様の結果が得られる。視床中継（thalamic relay
）を、異常なＥＥＧパターンが検出される際に誘発される光遺伝学的安定化の標的として
もよい。
【０１５０】
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　別の実施形態は胃腸障害の治療を含む。消化器系は、感覚ニューロン、運動ニューロン
および介在ニューロンを含む、それ自体の半自律的な神経系を有する。これらのニューロ
ンは胃腸管の運動を制御し、さらに腸の特定の細胞による酸、消化酵素、並びにガストリ
ン、コレシストキニンおよびセクレチンを含むホルモンの放出を誘発する。これらの細胞
生産物のいずれかの分泌不全を含む症候群は、生産細胞型、またはそれらの活性を促すニ
ューロンの光遺伝学的刺激で治療され得る。
【０１５１】
　逆に、光遺伝学的安定化を用いて、過剰な内分泌産物および外分泌産物が生成されてい
る症候群を治療してもよい。腸運動低下による障害は、便秘症（特に脊髄損傷を有する患
者）から巨大結腸（megacolan）までに及ぶが、腸の運動ニューロンを光遺伝学的興奮す
ることにより治療され得る。
【０１５２】
　腸運動過剰による障害は、いくつかの形態の過敏性腸症候を含むが、運動性を制御する
ニューロンの光遺伝学的安定化により治療され得る。
【０１５３】
　神経原性幽門狭窄症は、義足（pylon）におけるニューロンおよび筋系の光遺伝学的安
定化によって治療され得る。運動性低下症候群に対する別の手法は、腸壁内の進展感受性
ニューロンに光遺伝学的興奮を与えて、腸が満杯であり、排泄を必要としているというシ
グナルを増加させることである。
【０１５４】
　この同一のパラダイムにおいて、腸の過剰可動性症候群に対する手法は、下部胃腸（lo
wer GI）における伸張受容器ニューロンに対して光遺伝学的安定化を与えることによって
、腸は空であり、排泄を必要としていないという「偽合図」を与えることである。真性（
frank）便失禁の場合、内外括約筋の制御改善の獲得は、管全体の運動性を緩慢にするの
に好ましい場合がある。患者が便を我慢する必要がある期間中、内肛門括約筋の光遺伝学
的興奮によって、保持が可能となる。外括約筋への光遺伝学的刺激の提供は、さらなる排
泄抑制能力を与えるのに用いられ得る。患者が排便しなければならない場合、光遺伝学的
刺激を休止するか、または光遺伝学的安定化を加えることによって、内肛門括約筋、次に
外肛門括約筋が弛緩されるべきである。
【０１５５】
　伝音難聴は光学的人工内耳の使用によって治療され得る。蝸牛が光遺伝学的刺激用に準
備された後に、光を発する人工内耳が使用され得る。感音難聴は聴覚路における下流の標
的の光刺激を介して治療され得る。
【０１５６】
　本発明の別の実施形態は、血圧障害（例えば、高血圧症）の治療を対象とする。大動脈
（大動脈体および大動脈傍体）および頚動脈（「頚動脈小体」）等の領域における圧受容
器および化学受容器は、求心性神経を、迷走神経（第Ｘ脳神経）および他の経路を介して
、髄質および脳橋、特に孤束および孤束核に送ることにより、血圧および呼吸の制御に関
与する。頚動脈小体、大動脈体、大動脈傍体（paraortic body）の光遺伝学的興奮は、孤
束核および孤束に「高血圧症」の偽メッセージを送り、血圧を下げるべきであると報告さ
せるために、使用され得る。適切な脳幹部位への直接の光遺伝学的興奮または光遺伝学的
安定化も、血圧を低下させるのに使用され得る。反対の様式によって、光遺伝学的手法は
昇圧的に機能し、血圧を上昇させる。同様の効果は、迷走神経の光遺伝学的興奮を介して
、または脊髄神経Ｔ１～Ｔ４内の交感神経線維の光遺伝学的安定化によっても、達成され
得る。別の実施形態では、高血圧症は、心臓を光遺伝学的に安定化させることで、心拍出
量の減少および血圧の低下をもたらすことにより、治療され得る。別の実施形態によれば
、副腎皮質内のアルドステロン産生細胞の光遺伝学的安定化は、血圧を低下させるのに使
用され得る。さらに別の実施形態では、高血圧症は血管平滑筋の光遺伝学的安定化によっ
て治療され得る。活性化光は末梢血管床へと経皮的に通過してもよい。
【０１５７】
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　別の実施形態例は視床下部・下垂体・副腎軸障害の治療を対象とする。甲状腺機能低下
症の治療において、小細胞性神経内分泌、室傍核および前視床下部核内のニューロンの光
遺伝学的興奮は、甲状腺刺激ホルモン－放出ホルモン（ＴＲＨ）の分泌を増加させるのに
用いることができる。ＴＲＨは、引き続いて、下垂体前葉を刺激してＴＳＨを分泌させる
。逆に、小細胞性（provocellular）神経内分泌ニューロンの光遺伝学的安定化によって
甲状腺機能亢進症を治療してもよい。副腎不全の治療またはアジソン病の治療において、
視索上核および室傍核内の小細胞性神経内分泌ニューロンの光遺伝学的興奮は、バソプレ
シンの分泌を増加させるために使用され得、バソプレシンは副腎皮質刺激ホルモン放出ホ
ルモン（ＣＲＨ）との共同で下垂体前葉を刺激してＡＣＴＨを分泌させる。過剰なＡＣＴ
Ｈ分泌により頻繁に引き起こされるクッシング症候群は、上記の同じ生理的作用連鎖を介
して視索上核の小細胞性神経内分泌ニューロンの光遺伝学的安定化によって治療され得る
。弓状核の神経内分泌ニューロンはドーパミンを産生し、ドーパミンは下垂体前葉からの
プロラクチンの分泌を阻害する。従って、高プロラクチン血症は光遺伝学的興奮によって
治療することができ、一方、低プロラクチン血症は弓状核の神経内分泌細胞の光遺伝学的
安定化によって治療することができる。
【０１５８】
　過自律状態（hyperautonomic state）、例えば不安障害の治療では、副腎髄質の光遺伝
学的安定化を用いてノルエピネフリンの産生量を低下させてもよい。同様に、アドレナリ
ンの急増加が必要な患者（例えば、重度の喘息または慢性的な眠気として現れる障害を有
する患者）で、副腎髄質の光遺伝学的刺激を用いてもよい。
【０１５９】
　副腎皮質の光遺伝学的刺激は、コルチゾル、テストステロン、およびアルドステロンを
含む化学物質の放出を引き起こす。副腎髄質（adrenal medualla）と異なり、副腎皮質は
下垂体および視床下部、肺、並びに腎臓から分泌される神経内分泌ホルモンから指令を受
ける。しかし、副腎皮質は光遺伝学的刺激に適している。副腎皮質のコルチゾル産生細胞
の光遺伝学的刺激をアジソン病を治療するのに用いてもよい。副腎皮質のコルチゾル産生
細胞の光遺伝学的安定化を用いてクッシング病を治療してもよい。女性の性的関心障害を
治療するのにテストステロン産生細胞の光遺伝学的刺激を用いてもよく、女性の顔の毛を
減少させるのにテストステロン産生細胞の光遺伝学的安定化を用いてもよい。副腎皮質内
のアルドステロン産生細胞の光遺伝学的安定化を用いて血圧を低下させてもよい。副腎皮
質内のアルドステロン産生細胞の光遺伝学的興奮を用いて血圧を上昇させてもよい。
【０１６０】
　特定の患部脳領域の光遺伝学的興奮刺激を、処理速度を増加させ、ニューロンの成長お
よび相互接続を刺激（神経前駆細胞の成熟刺激を含む）するために用いてもよい。そのよ
うな使用は、精神遅滞の治療に特に有用であり得る。
【０１６１】
　別の実施形態によれば、種々の筋肉疾患および筋損傷を治療することができる。筋損傷
、末梢神経損傷およびジストロフィー疾患に関連する麻痺は、収縮を引き起こすための光
遺伝学的興奮および弛緩を引き起こすための光遺伝学的安定化によって治療することがで
きる。この後者の光遺伝学的安定化アプローチによる弛緩は、筋消耗を予防し、緊張を維
持し、対立筋群が収縮する際の協調運動を可能とさせるのにも用いることができる。同様
に、臨床的に明白な痙縮も光遺伝学的安定化によって治療することができる。
【０１６２】
　末梢神経切断、脳卒中、外傷性脳障害および脊髄損傷程の広い領域においては、新たな
ニューロンの成長を促し、それらが他のニューロンおよびそれらの標的組織との機能的ネ
ットワークに組み込まれるのを支援する必要がある。光遺伝学的興奮によって新しい神経
路の再発達を促してもよく、光遺伝学的興奮は、幹細胞に軸索および樹状突起を発芽させ
て、それら自体をネットワークに統合させるシグナルを送る働きをする。光遺伝学的技術
の使用は（電極とは対照的に）、無傷組織によるシグナルの受容を防ぎ、電極から発生す
る電流のような人工的シグナルとではなく、発達中のニューロンと情報交換が行われるこ
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とによって新しい標的組織が成長していることを確実にするために働く。
【０１６３】
　肥満は、視床下部の腹内側核、特に弓状核のプロオピオメラノコルチン（ＰＯＭＣ）お
よびコカイン・アンフェタミン調節転写産物（ＣＡＲＴ）への光遺伝学的興奮によって治
療することができる。別の実施形態では、肥満は、視床下部の外側核の光遺伝学的安定化
によって治療することができる。別の実施形態では、レプチン産生細胞または視床下部内
のレプチン受容体を有する細胞への光遺伝学的刺激を、食欲を低下させるために用いるこ
とで肥満を治療することができる。
【０１６４】
　前嚢の破壊性病変（destructive lesion）およびその領域への類似のＤＢＳは、重度の
難治性強迫性障害４８（ＯＣＤ４８）を治療するための確立された手段である。そのよう
な手法は、内包前脚、またはＯＣＤが寛解するにつれて代謝の低下を示すＢＡ３２および
Ｃｇ２４等の領域への光遺伝学的安定化を用いて模倣してもよい。
【０１６５】
　慢性疼痛は本開示の別の実施形態を用いて治療することができる。電気刺激法には、局
所末梢神経刺激、局所脳神経刺激および「閾値下の」運動皮質刺激が含まれる。合理的な
自律性アプローチには、局所的有痛部位における光遺伝学的安定化が含まれる。注意して
プロモーターを選択することで、他の感覚神経線維および運動神経線維が影響を受けない
ようにすることができよう。
【０１６６】
　一次運動野における介在ニューロンの選択的光遺伝学的興奮も、効果的な鎮痛を与え得
る。また、感覚系視床（特に内側視床核）、脳室周囲灰白質、および腹側縫線核での光遺
伝学的安定化を用いて鎮痛を与えてもよい。別の実施形態では、標的戦略として標的とす
るパルブアルブミン発現細胞の光遺伝学的安定化を用いて、サブスタンスＰ産生を低下さ
せることにより疼痛を治療してもよい。光遺伝学的興奮を用い側坐核における活性を増大
させることによって、内因性オピオイド（endogenous opiod）の放出を達成してもよい。
別の実施形態では、視床下部内側野の弓状核のＰＯＭＣニューロンを光遺伝学的に興奮さ
せたとき、βエンドルフィンが増加して、鬱病および慢性疼痛に対する実行可能な治療法
が提供される。
【０１６７】
　境界型および反社会型を含むある種の人格障害は、「前頭葉機能低下」を含む脳障害に
おける局所的欠損を示す。これらの領域の直接的または間接的な光遺伝学的興奮は、症状
の改善を与えることが期待される。扁桃体における異常な活性バーストは、突発的で自発
的な怒りへの移行を誘発することも知られており、これは境界型人格障害および他の状態
の症状であり、扁桃体の光遺伝学的安定化から恩恵を得ることができる。光遺伝学的手法
は、扁桃体、線条体、および前頭皮質を含む脳の異なる部位間の情報交換および同期化を
向上させることができ、これは衝動性の軽減および洞察の向上の助けと成り得る。
【０１６８】
　扁桃体に焦点を当てた外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）モデルによって、ＰＴＳＤが扁
桃体の過覚醒および内側前頭前皮質および海馬による不十分なトップ－ダウン制御に関連
していることが提唱されている。従って、ＰＴＳＤは扁桃体（amygdale）または海馬の光
遺伝学的安定化によって治療してもよい。
【０１６９】
　精神分裂病は幻聴を含む異常を特徴とする。これらは光遺伝学的安定化を用いる聴覚皮
質の抑制によって治療され得る。精神分裂病に付随する前頭葉機能低下は、患部である前
頭部における光遺伝学的興奮によって治療され得る。光遺伝学的手法は脳の異なる部位間
の情報交換および同期化を向上させることができ、それは自身が発生した刺激を誤って外
来刺激として帰属することを減らす助けと成り得る。
【０１７０】
　プロオピオメラノコルチン（ＰＯＭＣ）およびコカイン・アンフェタミン調節転写産物
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（ＣＡＲＴ）のペプチド産物を含有する視床下部内側野の弓状核内の細胞の光遺伝学的安
定化は、脅迫的性行動の低減に用いることができる。プロオピオメラノコルチン（ＰＯＭ
Ｃ）およびコカイン・アンフェタミン調節転写産物（ＣＡＲＴ）のペプチド産物を含有す
る視床下部内側野の弓状核内の細胞の光遺伝学的興奮を用いて、性欲障害の症例の治療に
おいて性的関心を増大させてもよい。性的欲求低下障害の治療では、精巣および副腎によ
るテストステロン産生を、脳下垂体の光遺伝学的興奮を介して増加させることができる。
側坐核の光遺伝学的興奮は無オルガスム症の治療に使用することができる。
【０１７１】
　視交叉上核はメラトニンを分泌し、メラトニンは睡眠／覚醒サイクルを制御する働きを
する。視交叉上核（suprachiasmic nucleus）への光遺伝学的興奮を用いることで、メラ
トニン産生を増加させ、睡眠を誘導して、不眠症を治療することができる。オレキシン（
ヒポクレチン）ニューロンは、覚醒を促すために多数の脳核を強力に興奮させる。オレキ
シン産生細胞集団の光遺伝学的興奮を用いることで、ナルコレプシーおよび慢性的な日中
の眠気を治療することができる。
【０１７２】
　視索上核の光遺伝学的刺激を用いることでオキシトシンの分泌を誘導してもよく、該刺
激は、出産中の分娩を促すのに用いることができ、さらに社会性障害の治療に用いること
ができる。
【０１７３】
　筋肉麻痺同様、脊髄損傷により求心路が遮断された運動機能も、収縮を引き起こす光遺
伝学的興奮、および弛緩を引き起こす光遺伝学的安定化によって治療され得る。この後者
の光遺伝学的安定化アプローチによる弛緩は、筋消耗を予防し、緊張を維持し、対立筋群
が収縮する際の協調運動を可能とさせるのにも用いることができる。同様に、臨床的に明
白な痙縮も光遺伝学的安定化によって治療することができる。光遺伝学的興奮によって新
しい脊髄神経路の再発達を促してもよく、光遺伝学的興奮は、幹細胞に軸索および樹状突
起を発芽させて、それら自体をネットワークに統合させるシグナルを送る働きをする。
【０１７４】
　脳卒中による欠損には、人格変化、運動障害、感覚消失、認知欠損、および情動不安定
性が含まれる。脳卒中による欠損を治療するための１つの戦略は、興奮性結合から求心路
遮断された脳および身体構造に光遺伝学的刺激を与えることである。同様に、抑制性結合
から求心路遮断された脳および身体構造に光遺伝学的安定化能を付与することができる。
【０１７５】
　トゥレット症候群の根底にある病理は皮質領、皮質下領、視床、脳幹神経節、および前
頭皮質におけるドーパミン伝達の一過性の機能障害であることが研究により指摘されてい
る。治療を提供するために、脳機能イメージングおよび脳磁気図検査（ＭＥＧ）等の技術
を用いて最初に患部を特定することが好ましい。具体的に特定されてもされなくても、候
補となる路の光遺伝学的安定化を、運動性チックを抑制するために用いてもよい。移植後
にデバイスパラメータを実証的に調べることで、光遺伝学的安定化がどの部位か、および
継続の必要のない部位はどれかが明らかになる。
【０１７６】
　特定のニューロン集団、例えばある疾病の病状に関わるニューロン集団を選択的に興奮
／抑制するために、いくつかの戦略を用いて光遺伝学的タンパク質／分子を特定の集団に
標的化することができる。
【０１７７】
　本発明の種々の実施形態において、種々の光遺伝学的タンパク質または分子を発現させ
るために遺伝的標的化を用いてもよい。そのような標的化には、プロモーター（例えば、
パルブアルブミン、ソマトスタチン、コレシストキニン、ＧＦＡＰ）、エンハンサー／サ
イレンサー（例えば、サイトメガロウイルス（cytomaglovirus）最初期エンハンサー）、
および他の転写調節エレメントまたは翻訳調節エレメント（例えば、ウッドチャック肝炎
ウイルス転写後調節エレメント）等の遺伝子調節領域を介した、光遺伝学的タンパク質／
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分子の標的化された発現が含まれる。プロモーター＋エンハンサー＋調節エレメントの組
み合わせの順列を用いることで、光遺伝学的プローブの発現を遺伝的に定義された集団に
限定することができる。
【０１７８】
　空間的／解剖学的標的化を用いて本発明の種々の実施形態を実施してもよい。そのよう
な標的化はニューロンの投射パターンを利用し、ウイルスまたは遺伝情報を保持するその
他の試薬（ＤＮＡプラスミド、断片等）を特定のニューロン集団が投射する領域に局所的
に送達することができる。その後、遺伝物質はニューロン本体へと輸送により戻され、光
遺伝学的プローブの発現を仲介する。あるいは、局所領域内の細胞を標識することが望ま
しい場合、局所的発現を仲介するために目的の領域にウイルスまたは遺伝物質を局所的に
送達してもよい。
【０１７９】
遺伝子送達系
　種々の遺伝子送達系は本開示の一つまたは複数の実施形態を実行するのに有用である。
そのような送達系の一つはアデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）である。ＡＡＶを用いることで
、プロモーター＋光遺伝学的プローブ（オプシン）カセットを目的の特定領域に送達する
ことができる。本明細書で使用される場合、「光遺伝学的プローブ」とは、オプシン、例
えば、本開示のオプシン、または変異型オプシンを指す。プロモーターの選択は特定のニ
ューロン集団における発現を促す。例えば、ＣａＭＫＩＩαプロモーターを用いると、興
奮性ニューロン特異的な光遺伝学的プローブの発現が促される。ＡＡＶは、少なくとも１
年以上にわたる光遺伝学的プローブ（オプシン）の長期発現を仲介する。更なる特異性を
達成するために、種々の細胞型に対してそれぞれ異なる親和性を有する特異的な血清型１
、２、３、４、５、６、７および８を用いてＡＡＶを偽型化してもよい。例えば、血清型
２および５はニューロン特異的親和性が高いことが知られている。
【０１８０】
　別の遺伝子送達機構は、レトロウイルスの使用である。目的の特定領域にプロモーター
＋光遺伝学的プローブカセットを送達するために、ＨＩＶまたは他のレンチウイルス系レ
トロウイルスベクターを用いることができる。レトロウイルスも、軸索投射パターンに基
づいて細胞を標識するための逆行性輸送を達成するために、狂犬病ウイルス外被糖タンパ
ク質を用いて偽型化してよい。レトロウイルスは、宿主細胞ゲノムと一体化するので、光
遺伝学的プローブの永久的発現を仲介することができる。非レンチウイルス系レトロウイ
ルスベクターを用いて分裂細胞を選択的に標識することができる。
【０１８１】
　ガットレス（gutless）アデノウイルスおよび単純疱疹ウイルス（ＨＳＶ）の２つも、
脳の特定領域にプロモーター＋光遺伝学的プローブカセットを送達するために用いること
ができるＤＮＡウイルスである。ＨＳＶおよびアデノウイルスはかなり大きなパッケージ
ング容量を有しているため、かなり大きいプロモーターエレメントを収容することができ
、また複数の光遺伝学的プローブまたは光遺伝学的プローブに加えて別の治療的遺伝子を
送達するためにも用いることができる。
【０１８２】
　ニューロンを一過性にトランスフェクトするために局所的エレクトロポレーションを用
いることもできる。ＤＮＡプラスミドまたは断片を脳の特定領域に局所的に送達すること
ができる。穏やかな電流を与えることで、周囲の局所細胞がＤＮＡ物質を受け取り、光遺
伝学的プローブを発現する。
【０１８３】
　別の例では、リポフェクションを、遺伝物質を脂質試薬と混合することによって使用し
て、その後脳に注入することで、局所細胞のトランスフェクションを仲介することができ
る。
【０１８４】
　種々の実施形態は種々の調節領域の使用を含む。遺伝的調節領域に加えて、他の調節領
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域（特に、活性が化学的刺激・磁気的刺激、または赤外線に感受性であるプロモーターお
よびエンハンサー）を、光遺伝学的プローブの時間制御発現の仲介に用いることができる
。例えば、転写活性が赤外線の影響を受けやすいプロモーターは、集束させた照射を用い
て、所望の時間だけ、局所領域での光遺伝学的プローブの発現を微調整することを可能に
する。
【０１８５】
　パーキンソン病は、ＣａＭＫＩＩa等の興奮特異性プロモーターを用いて、視床下核（
ＳＴＮ）または淡蒼球内節（ＧＰｉ）内のグルタミン酸作動性ニューロンにおいて光遺伝
学的安定化を発現させ、光遺伝学的安定化を適用することによって治療することができる
。全細胞型が影響を受ける電気的調節と異なり、グルタミン酸作動性ＳＴＮニューロンだ
けが抑制されるであろう。
【０１８６】
疾病モデル
　本開示の態様は、神経回路または神経疾患のモデルの試験に関する。前記モデルは、入
力シグナルの関数として回路の出力応答を決定することができる。出力応答は、いくつか
の異なる測定可能な特性を用いて評価することができる。例えば、特性には、下流ニュー
ロンの電気的応答および／または患者の行動反応が含まれ得る。モデルを試験するために
、モデルの入力位置で光遺伝的プローブを発現させる。光遺伝学的プローブを刺激し、出
力特性をモニターし、モデルにより予測される出力と比較する。
【０１８７】
　ある特定の実施において、光遺伝学的プローブの使用によって、電気的プローブを用い
て決定されたモデルの微調整が可能となる。電気的プローブは刺激を方向づける能力を限
定するだけであるため、近くの領域を直接刺激することなく特定の領域を刺激するのには
あまり適していない。本明細書で開示される光遺伝学的プローブは、刺激位置をより正確
に選択する機構を提供する。例えば、光遺伝学的プローブからの刺激は、求心性線維等の
非常に特定された種類の回路／細胞に方向づけることができる。以下の記載は、そのよう
な実施形態に係る実施例を提供するものであり、本発明の態様の実行可能性および広い適
用性を示すことを意図する。
【０１８８】
　本開示の一実施形態によれば、本発明を、ＤＢＳの動物モデル（例えばパーキンソン病
ラット）において用いて、治療効果に関与する標的細胞型（激しい議論がある領域であり
、臨床的に極めて重要）を特定してもよい。この知見だけでも、ヒトの疾患を治療するた
めの改善された薬理学的戦略および外科的戦略の発展につながり得る。
【０１８９】
　そのような応用の１つは、２つのニューロン群の間における長期増強（ＬＴＰ）および
／または長期抑圧（ＬＴＤ）を含む。主題のオプシンの発現を異なるニューロン集団に標
的化し、それぞれを異なる周波数の光で刺激することで、２群間でＬＴＰまたはＬＴＤを
達成することができる。各群は、それぞれの光波長を用いることで個別に制御することが
できる。これは、同じ光波長を用いて個別に制御する際に２群の空間的配置が問題となる
用途で特に有用であり得る。したがって、光送達デバイスは、間違ったニューロン群を興
奮させにくく、光刺激の正確な空間的位置への依存が少なくなり得る。
【０１９０】
　インビボでの細胞へのタンパク質送達は、いくつかの異なる導入デバイス、方法、およ
び系を用いて達成することができる。そのような導入デバイスの１つは、インビボで細胞
を改変するためのヌクレオチド配列（例えばウイルスベクター）を送達する埋め込み型デ
バイスである。埋め込み型デバイスは光送達機構も含み得る。光送達は、例えば発光ダイ
オード（ＬＥＤ）、光ファイバー、および／またはレーザーを用いて達成することができ
る。
【実施例】
【０１９１】
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　以下の実施例は、本発明を如何に成し使用するかについての完全な開示および記述を当
業者に提供するために記載され、発明者らが自身の発明と見なすものの範囲を限定するこ
とは意図しておらず、また以下の実験が行われた実験の全てまたは唯一のものであること
を表そうと意図するものでもない。使用される数値（例えば、量、温度等）に関して正確
さを確実にするための努力がなされているが、いくらかの実験誤差および偏差は考慮され
るべきである。特に指示しない限り、部は重量部であり、分子量は重量平均分子量であり
、温度は摂氏温度単位であり、圧力は大気圧またはそれに近い圧力である。標準的な略語
、例えば、ｂｐ、塩基対；ｋｂ、キロベース；ｐl、ピコリットル；ｓまたはｓｅｃ、秒
；ｍｉｎ、分；ｈまたはｈｒ、時間；ａａ、アミノ酸；ｋｂ、キロベース；ｂｐ、塩基対
；ｎｔ、ヌクレオチド；ｉ．ｍ．、筋肉内；ｉ．ｐ．、腹腔内；ｓ．ｃ、皮下；等が使用
され得る。
【０１９２】
実施例１：過分極オプシン
材料と方法
　全ての実験は、実験動物飼育に関するスタンフォード管理検討会（Stanford Administr
ative Panel on Laboratory Animal Care）によって承諾されたプロトコールに基づいて
行った。
【０１９３】
分子クローニング
　レンチウイルスコンストラクトは、プロモーターとオプシンの間にＢａｍＨＩ、オプシ
ンとフルオロフォアの間にＮｏｔＩ、そしてフルオロフォアとＷＰＲＥの間にＥｃｏＲＩ
を含んでいる。オプシン－ｅＹＦＰ断片を、ｇｔｇｇｃｇｃｇｃｃｃｔａｔｔａｃｔｔｇ
ｔａｃａｇｃｔｃｇｔｃｃａｔｇ（配列番号１１）（全オプシン用）、ｔａｔｇｃｔａｇ
ｃｃａｃｃａｔｇｇａｃｔａｔｇｇｃｇｇｃｇｃ（配列番号１２）（ＣｈＲ２変異体用）
、およびｇｔｔａｔｇｃｔａｇｃｇｃｃａｃｃａｔｇｔｃｇｃｇｇａｇｇｃｃａｔｇｇｃ
（配列番号１３）（ＣｈＩＥＦ用）を用いてポリメラーゼ連鎖反応（ＰＣＲ）で増幅させ
てＡｓｃＩおよびＮｈｅＩを付加し、次にそれらの部位で切断したＡＡＶ－Ｅｆ１α　－
ＤＩＯ骨格にライゲーションした。
【０１９４】
　ＭａｃおよびＡｒｃｈを緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）融合遺伝子としてアドジーン社
（Addgene）から入手し、一貫性のために増強黄色蛍光タンパク質（ｅＹＦＰ）に切り替
えた。ヒト化ＡｒｃｈＴをＤＮＡ２．０により合成した。Ｍａｃ、Ａｒｃｈ、およびＡｒ
ｃｈＴを、以前に記載されたように３３、小胞体（ＥＲ）移行エレメントのみを用いてバ
ージョン２．０に増強し、ＥＲ移行モチーフおよび輸送シグナルの両方を用いてバージョ
ン３．０に増強した。
【０１９５】
　全てのコンストラクトを完全に配列決定して精度をチェックし、全てのＡＡＶベクター
をウイルス産生の前にインビトロ発現について試験した。完全な配列情報はウェブサイト
：www(dot)optogenetics(dot)orgに存在する。
【０１９６】
海馬ニューロン培養およびリン酸カルシウムトランスフェクション
　初代培養した海馬ニューロンをＰ０スプラーグドーリー子ラット（チャールスリバー社
）から用意した。ＣＡ１およびＣＡ３を単離し、０．４ｍｇ／ｍＬパパイン（ワージント
ン社（Worthington）で消化し、１：３０Ｍａｔｒｉｇｅｌ（ベクトンディッキンソン社
（Beckton Dickinson Lab ware））で事前に被覆したカバーガラス上に播種した。培養物
を、５％ＣＯ２加湿恒温器中、１．２５％ウシ胎児血清（ＦＢＳ）（ハイクローン社（Ｈ
ｙｃｌｏｎｅ））、４％Ｂ－２７サプリメント（ギブコ社）、２ｍＭ　Ｇｌｕｔａｍａｘ
（ギブコ社）、および２ｍｇ／ｍＬ　５－フルオロ－２’－デオキシウリジン（ＦＵＤＲ
）（シグマ社）を含有するＮｅｕｒｏｂａｓａｌ－Ａ培地（インビトロジェン社）と共に
維持し、６５，０００細胞／ウェルの密度で２４ウェルプレート中のカバーガラス上で増
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殖させた。
【０１９７】
　各ウェルにおいて、ＤＮＡ／ＣａＣｌ２混合物を、１５μＬのＨ２Ｏ中の２μｇのＤＮ
Ａ（キアゲン社　無エンドトキシン調製物）および１．８７５μＬの２Ｍ　ＣａＣｌ２（
最終Ｃａ２＋濃度　２５０ｍＭ）を用いて調製した。ＤＮＡ／ＣａＣｌ２に、１５μＬの
２×ＨＥＰＥＳ－緩衝食塩水（ｐＨ７．０５）を加えた。室温（ＲＴ）で２０分後、混合
物を各ウェル（ウェルからは増殖培地が取り除かれ、予め温めたＭＥＭで置き換えられて
ある）に滴加し、トランスフェクションを４５～６０分間３７℃で進行させ、その後各ウ
ェルを３×１ｍＬの温めたＭＥＭで洗浄し、その後元の増殖培地を戻した。
【０１９８】
定位的注射
　アデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）血清型２／５はカロライナ大学チャペルヒルベクターコ
ア（University of Carolina Chapel Hill Vector Core）によって作製された。ゲノム力
価（genomic titer）は、ＣｈＥＴＡＡ、ＣｈＥＴＡＴＲ、およびＣｈＩＥＦについては
１．５×１０１２ｃｆｕ／ｍＬで、ｅＹＦＰ、ｅＮｐＨＲ３．０、およびｅＡｒｃｈ３．
０については４×１０１２ｃｆｕ／ｍＬであった。１μＬのウイルスを３～４週齢マウス
の内側前頭前皮質の、＋１．７前後方向、０．４内外方向、および２．５背腹側（十字縫
合からｍｍ単位）に、両側に定位注射した。
【０１９９】
ホールセル電気生理の記録
　培養したニューロンにおける記録を、タイロード液（３２０ｍＯｓｍ）（１２５ｍＭ　
ＮａＣｌ、２ｍＭ　ＫＣｌ、２ｍＭ　ＣａＣｌ２、２ｍＭ　ＭｇＣｌ２、３０ｍＭ　グル
コース、および２５ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、ＮａＯＨでｐＨ７．３～７．４に滴定）中で、ト
ランスフェクションの４～６日後に行った。タイロードを１～２ｍＬ／分の速度で潅流さ
せ室温（２０～２２℃）に保った。細胞内液（３００ｍＯｓｍ）は、１３０ｍＭ　Ｋ－グ
ルコン酸塩、１０ｍＭ　ＫＣｌ、１０ｍＭ　ＨＥＰＥＳ、１０ｍＭ　ＥＧＴＡ、および２
ｍＭ　ＭｇＣｌ２を含有しており、ＫＯＨでｐＨ７．３に滴定された。興奮性オプシンの
特徴付けを、槽に添加した（bath-applied）テトロドトキシン（ＴＴＸ）（１μΜ；シグ
マ－アルドリッチ社）および細胞内ＱＸ－３１４クロライド（１ｍＭ；トクリス・バイオ
サイエンス社（Tocris Bioscience））を用いて行った。過分極オプシンのインビトロパ
ッチングおよびオプシンを脱分極させるための電流固定記録を、シナプス伝達遮断剤であ
る６－シアノ－７－ニトロキノキサリン－２，３－ジオン（ＣＮＱＸ；１０μΜ；シグマ
‐アルドリッチ社）およびＤ（－）－２－アミノ－５－ホスホノ吉草酸（ＡＰＶ；２５μ
Μ、シグマ‐アルドリッチ社）、並びに電流固定実験用のガバジン（１０μΜ；シグマ‐
アルドリッチ社）の存在下で行った。培養したニューロンの全記録は正立ライカ社製ＤＭ
－ＬＦＳＡ顕微鏡上で行った。
【０２００】
　ｅＹＦＰ、ｅＮｐＨＲ３．０、およびｅＡｒｃｈ３．０を発現する錐体細胞の記録は、
ウイルス注射の６～７週間後の野生型Ｃ５７ＢＬ／６マウスから得られた急性スライスに
おいて行った。ＡＣＳＦはＣＮＱＸ、ＡＰＶ、およびガバジンを含有していた。細胞内液
（２８０ｍＯｓｍ）は、１３５ｍＭ　Ｋ－グルコン酸塩、５ｍＭ　ＫＣｌ、１０ｍＭ　Ｈ
ＥＰＥＳ、０．１ｍＭ　ＥＧＴＡ、２ｍＭ　ＭｇＣｌ２、２ｍＭ　Ｍｇ－ＡＴＰ、および
０．２ｍＭ　Ｎａ２－ＧＴＰを含有し、ＫＯＨでｐＨ　７．４に滴定された。錐体細胞を
形態および特徴的な電気生理学的性質によって同定した。記録は正立オリンパス社製ＢＸ
５１顕微鏡上で行った。全てのパッチング実験において、ホウケイ酸ガラス（サッター・
インスツルメンツ社（Sutter Instruments））ピペットの抵抗は３～６ΜΩであった。セ
ルアタッチ電気生理学的記録において、ＧΩシールを得る際、正味電流が膜を横断して流
れないように保持電位を設定した；同じ刺激プロトコールをホールセルスパイキング実験
に用いた。セルアタッチ記録を行った後、ピペットに対して吸引を行って細胞内に侵入さ
せ、ホールセルにおいて同じ実験を繰り返して直接的な細胞内比較を行った。いかなる調
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製においても外来性網膜補因子はニューロンに添加されなかった。
【０２０１】
光送達
　全ての実験は単一光子活性化を用いて行った。培養したニューロンにおいて、光を、３
００Ｗ　ＤＧ－４ランプ（サッター・インスツルメンツ社、カリフォルニア州ノバート）
から放射し、４０倍の０．８ＮＡ液浸対物レンズを通して送達させた。パルス入力シグナ
ルを、ＢＮＣ接続を介してｐＣｌａｍｐ（アクソン・インスツルメンツ社（Axon Instrum
ents））からＤＧ－４に送達した。ＤＧ－４トリガーシグナルから完全な光出力までの遅
延は、増幅光検出器（ソーラボ社（Thorlabs））を用いて約１ｍｓと測定され、立上り時
間は２００μｓであった。頂点および潜時までの時間の測定は全て、この遅延に対して補
正した。
【０２０２】
　光感受性測定において、光を、４７０／４０ｎｍのフィルター（青色光感受性興奮性オ
プシン用）または５６２／４０ｎｍのフィルター（Ｃ１Ｖ１および全ての抑制性オプシン
用）に通過させ、次に一連の中性（ＮＤ）フィルターに通過させて、約０．１～２０ｍＷ
／ｍｍ２の範囲の出力密度を達成した。他の特性は約５ｍＷ／ｍｍ２で研究した。これら
の実験において、光を、異なる波長のフィルターのための１０ポジションホイールを備え
たＬａｍｂｄａ　１０－３フィルターホイール（サッター・インスツルメンツ社）に通し
、厳密に一致した出力密度を生むためにＮＤ正規化した。フィルターは、４０６／１５；
４２７／２０；４４５／２０；４７０／２０；４９４／２０；５２０／１５；５４２／２
０；５６０／２５；５９０／２０であった。抑制性スペクトルは６０７／４５フィルター
も用いた。培養液中での脱分極手段の機能的実行には、４７０／４０ｎｍフィルター（青
色光感受性興奮性手段用）または５６２／４０ｎｍフィルター（ＣＩＶＴ用）が使用され
、次に２、６、および２０ｍＷ／ｍｍ２の出力密度を達成するためにＮＤフィルターが使
用された。
【０２０３】
　スライスにおいて高速脱分極手段を調べる実験において、光を同じ３００Ｗ　ＤＧ－４
ランプ（サッター・インスツルメンツ社）から放射し、４０倍０．８ＮＡ液浸対物レンズ
を通して送達した。光を４７０／４０ｎｍフィルターに通過させ、５．１ｍＷ／ｍｍ２の
光パワー密度を達成するように調整した。スライスにおいて過分極手段を調べる実験にお
いて、４０倍／０．８ＮＡ　ＬＵＭＰｌａｎＦＬ／ＩＲ対物レンズ（オリンパス社）、Ｘ
Ｃｉｔｅハロゲン光源（エクスポ社（ＥＸＰＯ））を用いた。光を５８９／１５フィルタ
ー（ｅＮｐＨＲ３．０）または５６０／１４フィルター（ｅＡｒｃｈ３．０）に通過させ
た。一致条件下での光電流および過分極の振幅を比較する実験において、光パワー密度を
約５ｍＷ／ｍｍ２に調整した。残りの実験において、光を、両オプシンに対して比較可能
な範囲の光電流を達成するために、ある範囲の光出力密度（ｅＮｐＨＲ３．０については
５～１０ｍＷ／ｍｍ２；ｅＡｒｃｈ３．０については０．２５～５ｍＷ／ｍｍ２）に調整
した。
【０２０４】
　全ての実験は、ベースラインを回復させるために、スイープの間に少なくとも３０秒の
暗闇を含んだ。全てのフィルターは本明細書においては、ｎｍ単位の波長／ｎｍ単位のバ
ンド幅として与えられる。全ての光出力密度は、４０倍対物レンズから、およそ試料距離
で測定された。
【０２０５】
データ解析
　生理学的結果の解析は、ＣｌａｍｐＦｉｔソフトウェア（アクソン・インスツルメンツ
社）またはＭＡＴＬＡＢ（マスワークス社（Mathworks））で書かれた特注ソフトウェア
を用いて行った。
【０２０６】
　アクセス抵抗（Ｒａ）および入力抵抗（Ｒｉｎ）を継続的にモニターし、Ｒａが３０Μ
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Ω未満でありＲｉｎが９０ΜΩ超であった場合のデータのみが含まれる。逸脱したスパイ
クを含むいかなるトレースもピーク光電流または速度論の解析から除外したが、定常状態
光電流は可能な場合に測定した。培養液中の電流固定記録には、それらの基準に当てはま
り、－１５０ｐＡ超のリーク電流を有した（－６５ｍＶに保持）細胞のみが解析用に含ま
れた。急性スライスにおける電流固定記録には、それらの基準に当てはまり、－５５ｍＶ
未満の静止電位を有した細胞のみが含まれた。
【０２０７】
　ピーク光電流を特定するために、２ｍｓのフィルター幅を有するロバストなレス法（Lo
ess method）を用いてトレースを平坦化し、ピークを、ベースライン電流を下回る（レー
ザー発生前５００ｍｓを超える平均から）、レーザー発生からレーザー発生後２００ｍｓ
までの極値として定義した。目視検査により、逸脱スパイクまたは他の異常が発生してい
ないことを確認した。レーザー発生からこの顕著なピーク時間までの、ピークに達するま
での時間（Time-to-peak）を測定した。単一指数関数曲線をピークの２ｍｓ後からレーザ
ー発生時までの平坦化された波形にフィッティングすることによって、定常状態光電流を
決定した。定常状態電流はこのフィッティングのパラメーターから取られた。Ｃｌａｍｐ
Ｆｉｔを用いてτｏｆｆおよびτｄｅｓを算出した。トレースをまず、１，０００Ｈｚに
おいて－３ｄＢカットオフで低域ガウスフィルターを用いて平坦化し；次に、単一指数関
数曲線を平坦化した波形にフィッティングした。全ての曲線を、当てはまりのよさについ
て視覚的に検査した。
【０２０８】
　脱分極手段ＣｈＲ２、ＣｈＥＴＡＡ、およびＣｈＩＥＦの光電流特性を、レンチウイル
スコンストラクトおよびアデノ随伴ウイルス（ＡＡＶ）コンストラクトの両方を用いてイ
ンビトロで特徴付けした。単一分子特性に依存するパラメーター（定常状態：ピーク率、
作用スペクトル、光感受性、および速度論）について、データセットが統計学的に相違し
ていないことを確認した後に、複数の実験に渡って値をプールした。過分極手段の光電流
特性を、別々の２ラウンドの実験において評価した。ｅＮｐＨＲ３．０光電流量が２つの
データセット間で統計学的に異なっていたため、正規化数を考慮した場合のデータセット
、またはｅＮｐＨＲ３．０が複数のデータセットに渡って同様に実行されたことを確認し
た後の内因的な単一分子特性（作用スペクトル、光感受性、および速度論）が組み合わさ
れているのみである。
【０２０９】
　ホールセルスパイクは高閾値（スライスにおける高速脱分極オプシンの比較においては
－２０ｍＶ；他の全ての比較においては０ｍＶ）を超える上昇、およびその後の低域値（
－３０ｍＶ）を下回る急降下として定義された。前のスパイクの２ｍｓ以内に発生した次
のスパイクは無視した。光によって励起されたスパイクを検出するため、パルス発生後１
～５０ｍｓの時間枠を定義した。２０Ｈｚ以上では、この枠は電流パルス発生後に１ｍｓ
まで、次のパルス発生後に１ｍｓまで切り詰められた。最後の光パルスあたりの枠は同じ
長さに切り詰められた。セルアタッチスパイクをＣｌａｍｐＦｉｔにおいて閾値関数を用
いて特定した。非常に小さな広範な事象はスパイクとして含まなかった。スパイクデータ
が曖昧な場合、トレースを手動で検査した。各ホールセルパルストレインにおいて、１以
上のスパイクを誘発した光パルスの比率（パルス効率）および１を超えるスパイクを誘発
した光パルスの比率（多数スパイクの可能性）を算出した。
【０２１０】
　プラトー電位を、ベースラインからのスパイク波形の発生として定義した。インビトロ
での脱分極手段において、１以上のスパイクを発火した全ての細胞が解析に含まれた。ス
ライスにおける高速スパイク細胞において、１００％のパルス効率を有したトレースのみ
が解析に含まれた。時間に対して同じ信頼度でスパイキングが持続される程度である時間
的定常性を、光パルスを四分位値に分割し、各四分位値のパルス効率を算出することによ
り、算出した。潜時およびパルストレインを横切る潜時幅を以下の通りに決定した。各光
パルスについて、光パルス発生からスパイク時間までの時間δを測定した。潜時はこれら
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の時間δの平均であり、潜時幅はこれらの時間δの標準偏差である。従って、潜時幅が、
潜時が各細胞内でどれほど変化し易いかの尺度であり、一方で、潜時のエラーバーが細胞
間の平均潜時の標準誤差であることに注意されたい。細胞が５未満の活動電位を発火した
トレースは解析から除外した。
【０２１１】
統計解析
　全ての統計解析は、Ｗｉｎｄｏｗｓ版Ｇｒａｐｈｐａｄ　Ｐｒｉｓｍバージョン５．０
４（グラフパッドソフトウェア社（GraphPad Software）、www(dot)graphpad(dot)com）
を用いて行った。単一変数の２試料間比較（例えば、スライスにおけるＣｈＥＴＡＡ対Ｃ
ｈＩＥＦの速度論）において、データがガウス分布に従っているかどうかが最初に調べら
れた（シャピロ・ウィルク正規性検定）。データが検出可能な程度に非ガウス的であった
場合、ノンパラメトリックなマンホイットニー検定を行った。データが十分に近似したガ
ウス分布であった場合、独立な２試料間ｔ検定（等分散）を行った。不等分散の場合（Ｆ
検定によって決定）、ウエルチ補正を適用した。全ての試験は９５％の信頼水準を有する
両側検定であった。
【０２１２】
　単一変数の多元比較（例えば、培養液中の全ての脱分極性オプシンの速度論）において
、データがガウス分布に従っているかどうかを最初に調べた（シャピロ・ウィルク正規性
検定）。分布が検出可能な程度に非ガウス的であった場合、平方根変換を用いて分散を安
定化させ、データをおよそ正規にした。次に、全データをある特定の「対照」と比較し、
ダネット検定を用いてファミリーあたりの誤り（family- wise error）を補正した。変換
データがまだ非ガウス的であった場合、ノンパラメトリックなダン検定（Dunn’s test）
を用いた。あらゆる場合においても、α＝０．０５の全体の有意水準（９５％信頼区間）
を維持した。多数のオプシンの比較は、従って、より保存的なαを有する（有意性のより
厳密な必要性）。これは、いかに多くの比較が並行して行われているかに依存して、同じ
比較に異なる有意値（significance value）が割り当てられることにも繋がり得る。具体
的には、いくつかの同じＣｈＲ２およびＣｈＥＴＡＡのデータが２つの比較に含まれてい
たため、報告された有意値における矛盾は、比較の各セットに含まれるオプシンの全数に
起因している可能性がある。
【０２１３】
　複数変数の全体にわたっての比較（例えば、周波数全体にわたってのスパイキング性能
）において、二元ＡＮＯＶＡを行い、次に、ペアの間で、または特定の「対照」に対して
、事後検査（post-test）を行った。保存的なボンフェローニの補正を用いて偽陽性率を
調節した。２つのオプシン特性（例えば、τｏｆｆ対ＥＰＤ５０）間の関連性を試験する
ため、９５％の信頼水準を有するノンパラメトリックな両側スピアマン相関（Spearman c
orrelation）を行った。傾きを推定するため、最小二乗回帰（直線または対数の対数変換
データ上の直線）、相対距離の２乗（１／Ｙ＾２）の最小化を行った。
【０２１４】
　実験条件に対するオプシン特性の依存性（例えば、光電流対光パワー密度）を試験する
ため、回帰を以下の通りに行った。第一に、ピークに達するまでの時間対光パワー密度の
解析において、対数の対数変換データに対して線形回帰を行い、各オプシンについて、最
も適合した傾きが０と有意に異なるかどうかを比較した。第二に、脱感作からの回復の解
析において、非線形回帰を用いて、平均光電流回復データをＹ０＝０およびプラトー＝１
を含む二相結合曲線に適合させた。この適合を用いて曲線およびＲ－２乗値を求めた。別
の解析において、個々の細胞それぞれについてのデータを適合して、５０％回復に必要な
時間を算出した。第三に、光感受性の解析について、生データの母平均を一部位特異的結
合曲線に適合した：Ｙ＝Ｂｍａｘ

＊Ｘ／（Ｋｄ＋Ｘ）。別の解析において、各細胞の光電
流を正規化し；各オプシンの母平均および標準誤差をプロットした。この母集団データを
同じ方法で適合して、曲線およびＲ－２乗値を求めた。個々の細胞それぞれについて、Ｅ
ＰＤ５０（５０％有効光パワー密度）と称するＫｄ（平衡結合定数）を得た。



(43) JP 6406581 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

【０２１５】
　母集団有意閾値は常に、比較のファミリー全体に対して、Ｐ＜０．０５（＊）、Ｐ＜０
．０１（＊＊）、およびＰ＜０．００１（＊＊＊）に設定した。全てのグラフは平均値＋
平均値の標準誤差（ｓ．ｅ．ｍ．）として示す。
【０２１６】
免疫組織化学
　注射の６または４週間後、マウスを、ＰＢＳ、続いて４％パラホルムアルデヒド（ＰＦ
Ａ）で経心的に潅流した。ＰＦＡ固定後の一晩後、脳をＰＢＳ中３０％スクロースにおい
て少なくとも２４時間平衡化した。凍結ミクロトームを用いて４０μｍ切片を得て、ＤＡ
ＰＩ染色し（１：５０，０００）、ＰＶＡ－ＤＡＢＣＯ（シグマ‐アルドリッチ社）と共
にカバーガラスをかけた。トランスフェクトした初代海馬培養物を４％ＰＦＡで１５分間
固定した。ＫＤＥＬ（配列番号１４）を用いた染色において、培養物を次に、２％正常ロ
バ血清（ＮＤＳ）中０．４％サポニンで３０分間透過処理した。一次抗体とのインキュベ
ーションを、ＫＤＥＬ（配列番号１４）保留シグナルを含む内在性小胞体タンパク質に対
するモノクローナル抗体（抗ＫＤＥＬ１：２００、アビーム社（Abeam））を用いて、４
℃で一晩行った。二次抗体（ジャクソン・ラボラトリーズ社（Jackson Laboratories））
を２％ＮＤＳに含ませて、室温で１時間加えた。
【０２１７】
機器および設定
　全ての画像は、１０２４×１０２４解像度（ピクセル寸法＝３．０３μｍ２）として、
ライカ社製共焦点顕微鏡（ＤＭ６００Ｂ）上で得た。画像は、以下の対物レンズを用いて
得た：１０倍／０．４０ＮＡ（乾燥系）、４０倍／１．２５ＮＡ（油浸）、および６３倍
／１．４ＮＡ（油浸）。励起波長および放射波長は以下の通りである：図５ｂのｅＹＦＰ
、５１４ｎｍ／５１２～６００ｎｍ；他の全ての図のｅＹＦＰ、４８８ｎｍ／５００～５
４５ｎｍ；ＧＦＰ、４８８ｎｍ／５００～６００ｎｍ；Ｃｙ５、６３３ｎｍ／６５０～７
５０ｎｍ。以下の図ではライン－平均化（line-averaging）を用いた：図３ｅ、ｈ（２）
、図５ｂ（４）、図６ａ（３）。所与のパネル図のそれぞれにおける全ての画像に対して
一貫した設定を用いた。図５ｂの全てのｅＹＦＰ画像の輝度およびコントラストは、Ｐｈ
ｏｔｏｓｈｏｐ（アドビ社）で一律且つ同様に調節した。他の全ての画像は撮影後に未加
工であった。
【０２１８】
トランスフェクト細胞における蛍光レベルの定量化
　蛍光画像を、発現レベルおよび光電流／蛍光の関係の定量化を可能にするためにパッチ
された同一細胞から撮影した。画像を、一定の設定を維持するＭｅｔａｍｏｒｐｈを用い
て撮影し、ＩｍａｇｅＪを用いてオフライン加工した。手書きのＲＯＩには神経細胞体お
よび近位樹状突起が含まれた。
【０２１９】
結果
過分極手段および特性
　種々の過分極性光遺伝学的手段を一対一で比較した。各実験はそれ自体に独特の、過分
極性光電流特性に関する一連の要件を有するため、いくつかの共通の指針が初めに明らか
であるように思われる。第一に、大部分の実験的応用において、過分極性光電流は、興奮
性入力の存在下であってもスパイキングを強く且つ安全に抑制するために、十分に大きい
必要がある。第二に、より高い光感受性は、より大きな体積の組織の調節、より小さな光
力の使用、および／または浸潤性がより少ない光送達を可能にし得る。第三に、正確な、
同期した（time-locked）抑制には、急激に発生および停止する光電流が恐らく必要であ
るが、一方、長期的な抑制には最小限に脱感作する安定な光電流が必要である。そして、
作用スペクトルの性質は同一調製物中で他の光活性型試薬と組み合わせる可能性を示して
いる３２、３３。
【０２２０】
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　ニューロンにおいて効果的であることが示された第一の過分極手段は、N. pharaonis由
来ハロロドプシン（ＮｐＨＲ）、哺乳類脳のスライス３２、自由に動いている虫３２、培
養ニューロン３２、３４、および行動中の哺乳動物３５～３８に渡る調製で現在使用され
ている黄色光活性型クロライドポンプである。ｅＮｐＨＲ　２．０３９およびｅＮｐＨＲ
３．０３３と名付けられた、哺乳類ニューロンにおける膜標的化の増強のために調節され
た２つのバージョンが、それ以後報告されている。外向きプロトンポンプＡｒｃｈ４０（
ハロルブラム・ソドメンセ（Halorubrum sodomense）由来）、ＡｒｃｈＴ４１（ハロルブ
ラムＴＰ００９株由来）、ｅＢＲ３３（ハロ細菌由来）およびＭａｃ４０（レプトスフェ
リア・マクランス（Leptosphaeria maculans）由来）も、ニューロン抑制で成功を収めた
ことが最近示された。ｅＮｐＨＲ３．０はｅＮｐＨＲ２．０よりも大きな光電流を有し、
ＡｒｃｈはｅＮｐＨＲ２．０よりも大きな光電流を有するが４０、ｅＮｐＨＲ３．０と、
Ａｒｃｈまたはプロトンポンプのいずれかとの直接比較はまだ報告されていない。最も強
力な過分極オプシンの直接比較（図１Ａ）が以下に示され、例えば、未だ報告されていな
い、最も高い発現レベルおよび抑制性光電流をもたらす新規の膜輸送増強バージョンのプ
ロトンポンプである。特性をインビトロで特徴付けし；次に、急性スライスにおける最も
有望な候補のうちの２つの機能的性能を試験した。
【０２２１】
　各過分極手段を高感度黄色蛍光タンパク質（ｅＹＦＰ）とインフレームで融合し、オプ
シン興奮性ＣａＭＫＩＩαプロモーターを有する同一のレンチウイルス骨格中にクローニ
ングし（図１Ａ）；オプシンを培養ニューロンにおいて発現させた（図１Ｂ）。ｅＮｐＨ
Ｒ３．０を膜に十分に標的化したが、Ａｒｃｈ、ＡｒｃｈＴ、およびＭａｃは全て、Ｎｐ
ＨＲ１．０で観察された小胞体（ＥＲ）凝集３９を連想させる細胞内蓄積を示した。同じ
蓄積がＧＦＰバージョンのコンストラクトにおいても観察され；ＧＦＰおよびＹＦＰ１．
０バージョンは同様の光電流を有した。ＥＲマーカーであるＫＤＥＬ（配列番号１４）で
共染色することによりＥＲ凝集を確認した（図１Ｂ）。ｅＮｐＨＲ３．０に適用された輸
送調節をＡｒｃｈ、ＡｒｃｈＴ、およびＭａｃに適用した。（ＮｐＨＲバージョンの進行
から類推して）ｅＡｒｃｈ３．０、ｅＡｒｃｈＴ３．０、およびｅＭａｃ３．０と名付け
られたこれらの新規の輸送増強バージョンは、細胞プロセス標識による、著しく減少した
細胞内標識および向上した膜局在性を有した（図１Ｂ）。中間体バージョン「２．０」は
、強力であったが、バージョン３．０程は成功しなかった。
【０２２２】
　膜上に発現されるタンパク質のみが測定される光電流に寄与し得るため、この向上した
オプシン輸送が光電流規模を増加させるはずであることが予測された。実際に、３つ全て
の増強されたプロトンポンプは劇的に増加した光電流を有した（Ｐ＜０．００１；図１Ｃ
）。プロトンポンプのバージョン１．０はｅＮｐＨＲ３．０よりも有意に小さな光電流を
有したが、ｅＡｒｃｈ３．０およびｅＡｒｃｈＴ３．０の光電流は有意により大きかった
（それぞれの比較においてＰ＜０．００１；図１Ｃ）。ｅＮｐＨＲ３．０発現細胞は、こ
れらの手段のうち、最も暗い蛍光を有したが、蛍光あたり最も大きな光電流を有した。
【０２２３】
　最大のｅＭａｃ３．０光電流は増強オプシンの中で最も小さかった（そして、ｅＮｐＨ
Ｒ３．０よりも有意に小さい；Ｐ＜０．０５）が、Ｍａｃは、ｅＮｐＨＲ３．０との組み
合わせにおいて二重抑制を可能にするのに十分に青色シフトした活性化スペクトルを有す
ることが報告されている６４。膜輸送がスペクトルを変化させないことを確認した後、増
強ポンプのスペクトルを、参照のためにＣｈＲ２と比較しプロットした（図１Ｄ）。３つ
のプロトンポンプ（５２０～５６０ｎｍにピーク）と比較して、ｅＮｐＨＲ３．０は赤色
シフトし（５６０～５９０ｎｍにピーク）、ＣｈＲ２と最も少ない重なりを示し；機能的
に意味のある差異はこれらのプロトンポンプ間に見られなかった。
【０２２４】
　過分極性光電流の時間精度を、１ｓ光パルスの最初と終わりにオン‐カイネティクス（
on-kinetics）（τοｎ）およびオフ‐カイネティクス（off-kinetics）（τｏｆｆ）を
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数量化することにより調べた。全てのポンプが急速に活性化され、プロトンポンプはｅＮ
ｐＨＲ３．０よりも有意に速く活性化された（全て、１．５～３ｍｓの範囲内、図１Ｅ）
。Ｍａｃ変異体は両方とも、他のポンプと比較してさらに遅いオフ‐カイネティクスを有
した（Ｐ＜０．００１；図１Ｅ）。
【０２２５】
　過分極性ポンプの光感受性を、約０．０５～約２０ｍＷ／ｍｍ２の範囲の光出力密度範
囲に渡って光電流を測定することにより評価した（図１Ｆ）（光電流が小さいことから、
Ｍａｃ１．０は評価および後の解析から除外した）。予想通り、輸送増強は母集団感受性
（正規化電流量またはＥＰＤ５０）には影響を与えなかったが、３．０ポンプは１．０の
対応物よりもさらに大きな現用（operational）光感受性（つまり、絶対電流量）を有し
た。ｅＭａｃ３．０は最も感受性が高かった（ｅＮｐＨＲ３．０については、ＥＰＤ５０
＝１．９±０．４ｍＷ／ｍｍ２対５．４±０．２ｍＷ／ｍｍ２；Ｐ＜０．００１）。従っ
て、オフ‐カイネティクスおよび母集団光感受性は過分極手段に対して逆相関し、脱分極
手段で観察されたパターンを連想させた。
【０２２６】
　多くの行動神経科学実験がおよそ数分程度の長い抑制を必要とし得ることを考慮して、
過分極性光電流の安定性を調べた。全てのポンプ光電流は６０ｓの連続光にわたって減衰
したが、インビトロにおいて、ｅＮｐＨＲ３．０電流は最も持続性があり、大きな３．０
プロトンポンプ電流は（ｅＡｒｃｈ３．０およびｅＡｒｃｈＴ３．０）最も大きく減少し
た。全てのポンプはこれらの培養ニューロン条件下で、同様の効率で光電流を回復した。
【０２２７】
　図１：過分極手段の特性
（ａ）ＮｐＨＲは内向きクロライドポンプ（ハロロドプシン型；ＨＲ）であり、Ａｒｃｈ
、ＡｒｃｈＴ、およびＭａｃは外向きプロトンポンプ（バクテリオロドプシン型；ＢＲ）
である。バージョン３．０は、オプシンとフルオロフォアの間に輸送配列（ＴＳ）、およ
びフルオロフォアの後ろに２．０型小胞体移行配列（ＥＲ）を含む。（ｂ）バージョン１
．０および３．０の共焦点像（緑色）を培地中で発現させ、ＥＲマーカー（抗ＫＤＥＬ（
配列番号１４）；赤色）で免疫標識された。横スケールバーは２５μｍを表す。（ｃ）Ａ
ｒｃｈ（ｎ＝１５～１９）、ＡｒｃｈＴ（ｎ＝１４～１６）、およびＭａｃ（ｎ＝８～１
２）のバージョン１．０（白色バー）対バージョン３．０（黒色バー）について、１ｓ光
に応答する代表的なトレースおよび生の光電流。縦スケールバーおよび横スケールバーは
５００ｐＡおよび５００ｍｓをそれぞれ表す。光電流を同一実験からのｅＮｐＨＲ３．０
の値に対して正規化して、オプシン間の直接比較を可能にした（ｎ＝８～３５）。（ｄ）
ＣｈＲ２（黒）と並べた、バージョン３．０（ｎ＝７～２０）の作用スペクトル。（ｅ）
τοｎおよびτｏｆｆ（ｎ＝７～３５）。縦スケールバーおよび横スケールバーは２００
ｐＡおよび５ｍｓをそれぞれ表す。（ｆ）全ての過分極オプシンのＥＰＤ５０（ｎ＝５～
１４）。実験内（within-experiment）ｅＮｐＨＲ３．０と並べてプロットされた生の光
電流対光パワー密度（ｎ＝５～１４）。全ての母集団データは平均±ｓ．ｅ．ｍとしてプ
ロットされている。星は有意水準を示す：＊Ｐ＜０．０５、＊＊Ｐ＜０．０１、＊＊＊Ｐ
＜０．００１。特に明記しない限り、ｅＮｐＨＲ３．０は５９０ｎｍの光で、他の全ての
手段は５６０ｎｍ光で、共に約５ｍＷ／ｍｍ２において活性化された。
【０２２８】
過分極手段：急性スライスにおける抑制性スパイク
　インビボ実験により関連した条件下で長期の光電流の特徴をさらに調べるため、および
過分極が安定にスパイキングを抑制する機能的能力を試験するために、急性スライス調製
物を用いた。この解析において、それぞれの広範な種類のうちの１つの過分極手段（すな
わち、プロトンポンプのうちの１つに対してクロライドポンプｅＮｐＨＲ３．０）を比較
した。現在までに最もよく確立されているプロトンポンプ（Ａｒｃｈ１．０）の増強され
た対応物、すなわちｅＡｒｃｈ３．０を用いた。ｅＮｐＨＲ３．０およびｅＡｒｃｈ３．
０をインビボで発現させるため、ＣａＭＫＩＩαプロモーターの制御下にあるオプシン－
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ｅＹＦＰ融合遺伝子を有するアデノ随伴ウイルスベクター（ＡＡＶ血清型２／５）を定位
注射した。適合条件下で、ｅＡｒｃｈ３．０は、注射部位および扁桃体基底外側部等の下
流標的にある軸索の両方において、さらにより強く蛍光に基づく発現をした（ＢＬＡ；図
２Ａ）。ｅＹＦＰを形質導入した対照と比較して、両方のオプシンを発現する細胞は、オ
プシン発現ＨＥＫ細胞で以前に観察された通り４２、同様のベースライン入力抵抗（図２
Ｂ）および静止電位を有したが、僅かに高い膜電気容量を有した。また、インビトロ実験
（図１）から予測された通り、適合光出力密度（５ｍＷ／ｍｍ２）において、ｅＡｒｃｈ
３．０は、ｅＮｐＨＲ３．０の４５０±７０ｐＡに対して平均１６８０±３６０ｐＡの、
有意により大きな光電流を有した（Ｐ＝０．０１）（図２Ｃ）。電流固定下で、ｅＡｒｃ
ｈ３．０を介した過分極はまた、有意により大きかった（－４１±４ｍＶに対して－９４
±１２ｍＶ、Ｐ＝０．００５；図２Ｄ）；過分極における、光電流と比較してより小さな
差異は、プロトンポンプにおける光周期回転率の電位依存的な緩徐化に起因している可能
性がある。
【０２２９】
　光電流安定性および過分極に対する細胞応答は光電流量に依存し得ることから、非適合
光出力密度（ｅＮｐＨＲ３．０については５～１０ｍＷ／ｍｍ２；ｅＡｒｃｈ３．０につ
いては０．２５～５ｍＷ／ｍｍ２）を用いて一連の実験を行ったところ、その２つの手段
において同様の範囲の光電流を得た。細胞に電位固定下で６０秒間照射し、各細胞につい
て初めおよび終わりの光電流を測定した。これらのデータは線形回帰によって十分に適合
され（ｅＮｐＨＲ３．０　Ｒ２＝０．６８、ｅＡｒｃｈ３．０　Ｒ２＝０．８８）、ｅＡ
ｒｃｈ３．０は有意により高い傾斜を有しており（Ｆ１、３６＝２２．２、Ｐ＜０．００
１）、このことは、同様の開始光電流を有する細胞において、ｅＡｒｃｈ３．０発現細胞
は、これらのスライス条件下で、例示的なトレースで見られた様に、そしてインビトロで
観察された安定性のパターンとは対照的に、光パルスの終わりに残存している、より多く
の光電流を有していたという事実を反映している。
【０２３０】
　ｅＡｒｃｈ３．０およびｅＮｐＨＲ３．０が電流固定においてスパイキングを抑制する
能力を評価した。スパイキングを、５Ｈｚの適度に閾値上の電流注入、３０ｓベースライ
ン（光の前）、６０ｓ光、および３０ｓ（光の後）で誘発させた。両方のポンプが、長期
光刺激の持続時間の全体を通じて、スパイクの遮断に成功した（図２Ｅ）。両グループか
ら、いくつかの細胞が、長期的過分極、特に５０ｍＶ超の長期的過分極の後に不安定にな
り、電流注入に対してスパイクできなかったこと、または光停止後により脱分極性の静止
電位まで回復することを観察した。これらの要素を各細胞について数量化し、過分極の程
度に対してそれぞれをプロットした（図２Ｆ）。より穏やかな（５０ｍＶ超）過分極下で
は、興奮性または膜抵抗に対する一貫した、または持続的な効果は観察されなかった。
【０２３１】
　図２：過分極手段の性能。（ａ）内側前頭前皮質（ｍＰＦＣ）および下流扁桃体基底外
側部（ＢＬＡ）の注射部位におけるｅＮｐＨＲ３．０およびｅＡｒｃｈ３．０発現の共焦
点像。スケールバーは２５０μｍおよび２５μｍを表す。ＤＡＰＩ染色（白）は細胞体を
表す。（ｂ）オプシン発現細胞およびｅＹＦＰ対照の平均入力抵抗（ｎ＝１０～２２）。
（ｃ）６０秒の５ｍＷ／ｍｍ２光パルスに応答した、ｅＡｒｃｈ３．０およびｅＮｐＨＲ
３．０の代表的なトレースおよび平均開始光電流（ｎ＝８～１０）。縦および横のスケー
ルバーは４００ｐＡおよび１０秒をそれぞれ表す。（ｄ）６０秒の５ｍＷ／ｍｍ２光パル
スでｅＡｒｃｈ３．０およびｅＮｐＨＲ３．０によってもたらされた平均ピーク過分極（
ｎ＝６～１０）。（ｅ）ｅＮｐＨＲ３．０またはｅＡｒｃｈ３．０を発現している細胞に
おける、６０秒の連続光による、確実に発火している細胞において電流注入により誘起さ
れたスパイキングの抑制。細胞に、およそ適合した過分極を達成するように設定された光
出力密度を照射した。縦および横のスケールバーは４０ｍＶおよび２０秒をそれぞれ表す
。（ｆ）過分極の大きさおよび細胞安定性の間の関連性。誘起されたスパイキングの光照
射後回復（光照射前の性能と比較）および光により誘起された過分極に対してプロットさ
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れた静止電位の変化。全ての母集団データは平均±ｓ．ｅ．ｍとしてプロットされる。星
は有意水準を示す：＊Ｐ＜０．０５、＊＊Ｐ＜０．０１、＊＊＊Ｐ＜０．００１。ｅＮｐ
ＨＲ３．０は５９０ｎｍの光で活性化し、一方、ｅＡｒｃｈ３．０は５６０ｎｍの光で活
性化した。
【０２３２】
実施例２：シオヒゲムシ（Dunaliella salina）オプシンのクローニングおよび特徴付け
。
　典型的には蒸発塩原等の高塩環境に存在しているため、単細胞の（２本の鞭毛を有する
卵円）緑藻類シオヒゲムシ（Dunaliella salina）は塩耐性である。緑藻コナミドリムシ
（Chlamydomonas reinhardtii）およびオオヒゲマワリ（Volvox carteri）と同じ目に属
しているのにもかかわらず、高レベルのカロテノイド分子の蓄積によってドナリエラは赤
味を帯びているように見える（図３Ａ）。ドナリエラＣｈＲが珍しい特性を有しているか
もしれないと仮定し、この鞭毛藻類種からＣｈＲをクローニングする試みにとりかかった
。
【０２３３】
　他の既知のＣｈＲとの高い相同性にもかかわらず、ＤＣｈＲ１配列はいくつかの注目す
べき特徴を含む（図３Ｂ）。第一に、ＲＳＢの複合対イオンの原因となると考えられてい
る残基の一つ、前述のＣｈＲ２内のＥ１２３は、ＤＣｈＲ１　ＴＭ３においてＡｌａによ
って置換されており（図３Ｂ、Ｃ）；構造モデル化（図３Ｃ）から、対イオン機能がＢＲ
（Ｄ２１２）またはアナベナ感覚性ロドプシン（ＡＳＲ）において重要でない役割しか担
っていない位置である（Vogeley et al., 2004）、ＤＣｈＲ１内のＥ３０９によって想定
されることが予想された。さらにより注目すべきことに、他のいかなる既知のＣｈＲとも
異なり、ＤＣｈＲ１光電流はもっぱら水素イオンによってのみ運ばれ、細胞外の陽イオン
組成の変化によって全く影響を受けなかった（図３Ｄ）。結果的に、光電流はｐＨ環境の
変化に高感度であり、高ｐＨにおいて完全に消滅した（図３Ｅ）。
【０２３４】
　構造機能相関の完全な理解には複数の光周期状態の高解像度の結晶構造が必要である。
しかし、定方向突然変異誘発の研究では、他の既知のＣｈＲと比較してＤＣｈＲ１が異な
る対イオン配置およびイオン選択性を有することが示されている。ＣｈＲ２内に存在する
ようなより典型的な推定対イオンＧｌｕでのＡ１７８の置換は、活性化スペクトルを赤色
シフト（図３Ｆ、４７５から５１０ｎｍ）するのみで、電流振幅または電流動態に対して
は最小の効果しか有さないため、ＤＣｈＲ１の厳密なＨ＋選択性は異常なプロトン化レチ
ナールシッフ塩基（ＲＳＢＨ）対イオンによって媒介されていない。同様に、Ａｓｐでの
Ｅ３０９の置換はわずかなスペクトルシフトおよびわずかな電流増加を引き起こしたが、
Ａｌａによる荷電Ｅ３０９の置換は前記タンパク質をほぼ完全に不活性にした（図３Ｆ）
。
【０２３５】
　典型的な電気化学的プロトン勾配と仮定すると、ＤＣｈＲ１　Ｈ＋流向はバクテリオロ
ドプシン（ＢＲ）ポンプ活性によってつくられたＨ＋流に対して反対方向であり；そのた
め、ＤＣｈＲ１およびＢＲは、細胞ｐＨの両方向的な調節等の処置、例えば、細胞内区画
（ミトコンドリアおよびシナプス小胞）のｐＨの操作を可能にし得る。従ってＤＣｈＲ１
は、ＣｈＲ１およびＣｈＲ２を含む他のいかなる微生物オプシンとも異なる新規クラスの
微生物オプシン（光活性型水素イオンチャネル）を明示する。これらの発見により、膨大
な微生物オプシンゲノム内に存在し得る機能の多様性が説明される。
【０２３６】
　図３．　シオヒゲムシ（Dunaliella salina）由来のチャネルロドプシンの特徴付け。
Ａ．　好塩性単細胞藻類シオヒゲムシ（Dunaliella salina）。Ｂ．　藻類チャネルロド
プシンおよび第三膜貫通ヘリックス内のＢＲの間の配列相同性。典型的に保存されたＥ１
２３位はＤＣｈＲ１においてはＡｌａと置換されており（黄色背景上に示される）、保存
残基は青色背景上にしめされ、発色団と相互作用し得るアミノ酸は赤色で示される。Ｃ．
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　ＢＲおよびクラミドモナスＣｈＲ２（ＣＣｈＲ２）と比較した、ＤＣｈＲ１における水
素イオン受容体の欠如。ＡＳＲ（アナベナ感覚性ロドプシン）は、上敷きとしてみられる
オールトランスレチナールの混合物と一緒に結晶化されている（Vogeley et al., 2004）
。Ｄ．　ＤＣｈＲ１光電流は細胞外陽イオン組成の変化によって影響を受けない（カテゴ
リーＸ軸上に示される各条件において存在する唯一の陽イオン）。１００ｍＭ　ＬｉＣｌ
、ＫＣｌ、ＮａＣｌ、塩化グアニジウムまたはＮＭＧクロライド（ｐＨ７．５）を含有す
る５ｍＭ　Ｍｏｐｓ－ＮＭＧ、０．１ｍＭ　ＭｇＣｌ２中で陽イオン交換を行った。Ｔ７
　ＲＮＡポリメラーゼ（ｍＭｅｓｓａｇｅ　ｍＭａｃｈｉｎｅ、アンビオン社）によるキ
ャッピＲＮＡ合成用に、ヒト－コドン適合ＤＣｈＲ配列（アミノ酸残基１～３３９）をテ
ンプレートとして用いた。卵母細胞調製、キャップＲＮＡの注入を以前に報告された（Be
rthold et al. 2008）通りに行い、キャップＲＮＡ注入の３～７日後の卵母細胞に対して
Ｔｕｒｂｏ　Ｔｅｃ－０５（ＮＰＩエレクトロニック（NPI Electronic））またはＧｅｎ
ｅＣｌａｍｐ　５００（モレキュラーデバイス社）増幅器を用いて二電極電位固定を行っ
た。連続光は７５－Ｗキセノンランプ（イェナ・インスツルメンツ（Jena Instruments）
）によって与えられ、３ｍｍ光ファイバーを介して卵母細胞に送達された。光は４６ｍＷ
／ｃｍ２の強度で、５００の２５ｎｍ広帯域フィルター（バルザース社（Balzers））を
通過した。Ｅ．　対照的に、ＤＣｈＲ１光電流はｐＨ環境の変化に対して高感受性である
。溶液は、５ｍＭグリシン（ｐＨ９．０）、５ｍＭ　Ｍｏｐｓ－ＮＭＧ（ｐＨ７．５）、
５ｍＭクエン酸塩（ｐＨ６、５．５、５．０、４．６、４．２）と一緒に１００ｍＭ　Ｎ
ＭＧクロライド、０．１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、０．１ｍＭ　ＣａＣｌ２を含有する。Ｆ．　
水素イオン受容体（Ａ１７８ＥまたはＥ３０９Ｄ）のＤＣｈＲ１レチナール結合ポケット
への導入または変化は、吸収スペクトルにおける明白な赤色シフトを引き起こす。以前に
報告された（Berthold et al. 2008）通りに１０ナノ秒のレーザーフラッシュを適応し；
作用スペクトル記録のための溶液は１００ｍＭ　ＮａＣｌ、０．１ｍＭ　ＭｇＣｌ２、０
．１ｍＭ　ＣａＣｌ２および５ｍＭ　クエン酸塩（ｐＨ４．２）を含有していた。
【０２３７】
　シオヒゲムシ（D. salina）ＤＣｈＲ１をコードするヌクレオチド配列は図４に示され
る。ＤＣｈＲ１をコードするヌクレオチド配列は哺乳類発現用にコドン最適化されており
；コドン最適化されたヌクレオチド配列は図５に示される。図６はシオヒゲムシ（D. sal
ina）ＤＣｈＲ１のアミノ酸配列を提供する。
【０２３８】
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によって理解されるはずである。
さらに、多くの改変を成すことで、特定の状況、材料、組成物、工程、工程段階または段
階を、目的である本発明の精神および範囲に適合させてもよい。
全てのそのような改変は、本明細書に添付される特許請求の範囲の範囲内であることが意
図される。
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